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■■■■強強強強いいいい霊的霊的霊的霊的エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを放放放放つつつつ挿絵挿絵挿絵挿絵。。。。
■■■■潜在的潜在的潜在的潜在的にににに訴訴訴訴えかけるえかけるえかけるえかける不思議不思議不思議不思議なななな絵絵絵絵。。。。
■■■■子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに影響影響影響影響するするするする潜在的潜在的潜在的潜在的なななな恐怖恐怖恐怖恐怖。。。。
■■■■抑圧的抑圧的抑圧的抑圧的なななな霊霊霊霊とうつとうつとうつとうつ病病病病。。。。
■■■■絵絵絵絵のそっくりさんのそっくりさんのそっくりさんのそっくりさん。。。。

『『『『そのそのそのその霊感霊感霊感霊感のののの表現表現表現表現をををを試試試試してしてしてして，，，，それがそれがそれがそれが神神神神からからからから
出出出出ているかどうかをているかどうかをているかどうかをているかどうかを見見見見きわめなさいきわめなさいきわめなさいきわめなさい。』。』。』。』

　　　　ヨハネ第一 4:1

－　－　－　－　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②②②② v.1d　by 真理 真　12/07/2007改定　
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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。。。。

②②②②解約解約解約解約JW 出版物出版物出版物出版物とととと霊霊霊霊のののの力力力力

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。。。。

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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感受性感受性感受性感受性テストテストテストテスト

これらの絵を見て体に圧迫感や頭痛を感じますか？

体が強い反応を示さない方には多少難解な資料です。
これらのこれらのこれらのこれらの絵絵絵絵はいずれもはいずれもはいずれもはいずれも霊霊霊霊のののの強強強強いいいいエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを発発発発していますしていますしていますしています。。。。主主主主にににに霊感霊感霊感霊感とととと直観力直観力直観力直観力のののの強強強強いいいい方方方方がががが発発発発せられているせられているせられているせられている
霊的霊的霊的霊的エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを敏感敏感敏感敏感にににに感受感受感受感受しますしますしますします。。。。このこのこのこの資料資料資料資料はそのようなはそのようなはそのようなはそのような方方方方のためにしかのためにしかのためにしかのためにしか理解理解理解理解できないものですできないものですできないものですできないものです。。。。
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強強強強いいいい霊的霊的霊的霊的エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

これらの絵に対しても同じ感覚を感じませんか？

いったんいったんいったんいったん心理的心理的心理的心理的なななな距離距離距離距離をををを置置置置いていていていて改改改改めてめてめてめて出版物出版物出版物出版物をををを見見見見るとるとるとると、、、、霊霊霊霊ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーがががが強強強強いことがわかりますいことがわかりますいことがわかりますいことがわかります。。。。
（（（（左左左左））））塔塔塔塔6//15/2006 （（（（右右右右））））塔塔塔塔8/1/2006のののの表紙表紙表紙表紙。。。。

注注注注：　：　：　：　分分分分からないからないからないからない方方方方にはにはにはには無用無用無用無用なななな感覚感覚感覚感覚ベースベースベースベースのののの資料資料資料資料ですのでですのでですのでですので、、、、これこれこれこれ以上見以上見以上見以上見るるるる必要必要必要必要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。
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ずっとずっとずっとずっと見見見見つめているとつめているとつめているとつめていると不気味不気味不気味不気味
なななな強強強強いいいいエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを感感感感じるじるじるじる。。。。

永遠の本 P66

永遠の本 P78

偉大な教え手 P45

ネガティブネガティブネガティブネガティブななななパワーパワーパワーパワー
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永遠の本 P135

ひっくりかえっているひっくりかえっているひっくりかえっているひっくりかえっている
グロテスクグロテスクグロテスクグロテスクなななな横顔横顔横顔横顔。。。。

不気味不気味不気味不気味なななな雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを出出出出しいるしいるしいるしいる絵絵絵絵のののの中中中中のののの模様模様模様模様。。。。
主主主主にににに木木木木のののの模様模様模様模様などになどになどになどに見見見見られるられるられるられる。。。。
霊霊霊霊ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを強強強強くくくく発発発発しているしているしているしている。。。。

永遠の本 P65

永遠の本 P149

異様異様異様異様なななな木木木木のののの模様模様模様模様
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色使色使色使色使いだけでなくいだけでなくいだけでなくいだけでなく構成自体構成自体構成自体構成自体にににに
背筋背筋背筋背筋をををを凍凍凍凍らせるものもあるらせるものもあるらせるものもあるらせるものもある。。。。
このようなこのようなこのようなこのような挿絵挿絵挿絵挿絵はははは本当本当本当本当にににに必要必要必要必要なのだろうかなのだろうかなのだろうかなのだろうか？？？？
なぜなぜなぜなぜ詳細詳細詳細詳細にににに残虐的残虐的残虐的残虐的なななな描写描写描写描写がががが必要必要必要必要なのかなのかなのかなのか？？？？
あなたはこれらをあなたはこれらをあなたはこれらをあなたはこれらを子供子供子供子供にににに見見見見せたいですかせたいですかせたいですかせたいですか？？？？

永遠の本 P132

永遠の本 P50

永遠の本 P90

偉大な教え手 P181

偉大な教え手P53

気持気持気持気持ちちちち悪悪悪悪いいいい色構成色構成色構成色構成
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偉大な教え手 P84 

偉大な教え手 P78

偉大な教え手 P201

影影影影やややや反射反射反射反射にににに見見見見えるえるえるえる抑圧的抑圧的抑圧的抑圧的ななななエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー。。。。

子供子供子供子供のののの潜在意識潜在意識潜在意識潜在意識にににに威圧的威圧的威圧的威圧的にににに
訴訴訴訴えかけるえかけるえかけるえかける挿絵挿絵挿絵挿絵。。。。

手の形にみえる

不気味不気味不気味不気味ななななシルエットシルエットシルエットシルエット

偉大な教え手 P121
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生命 P235

偉大な教え手 P246

偉大な教え手 P248

喜喜喜喜んでいるんでいるんでいるんでいる夫婦夫婦夫婦夫婦のののの瓦礫瓦礫瓦礫瓦礫のののの
下下下下にあるにあるにあるにある死体死体死体死体。。。。果果果果たしてたしてたしてたして
これこれこれこれがががが証人証人証人証人たちのたちのたちのたちの望望望望むむむむ
ユートピアユートピアユートピアユートピアなのであろうかなのであろうかなのであろうかなのであろうか。。。。

あなたはあなたはあなたはあなたは自分自分自分自分のののの子供子供子供子供にににに、、、、
「「「「世世世世がががが滅滅滅滅んでもんでもんでもんでも自分自分自分自分だけはだけはだけはだけは
助助助助かりたいかりたいかりたいかりたい！」！」！」！」とひたすらとひたすらとひたすらとひたすら
思思思思うううう大人大人大人大人にににに育育育育ってもらいたいってもらいたいってもらいたいってもらいたい
ですかですかですかですか？？？？

わざわざわざわざわざわざわざわざ読者読者読者読者をををを向向向向いていていていているいるいるいる
死死死死んだんだんだんだ赤子赤子赤子赤子のののの目目目目。。。。

子供向子供向子供向子供向けのけのけのけの本本本本にににに

本当本当本当本当にににに必要必要必要必要なななな挿絵挿絵挿絵挿絵
なのだろうかなのだろうかなのだろうかなのだろうか。。。。

小小小小さいさいさいさい時時時時からからからから子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに
恐怖感恐怖感恐怖感恐怖感をををを植植植植ええええ付付付付けるためのけるためのけるためのけるための
挿挿挿挿しししし絵絵絵絵。。。。洗脳洗脳洗脳洗脳はははは強化強化強化強化されるされるされるされる。。。。

恐怖恐怖恐怖恐怖のののの刷刷刷刷りりりり込込込込みみみみ
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偉大な教え手 P248

飴飴飴飴ととととムチムチムチムチ方式方式方式方式のののの刷刷刷刷りりりり込込込込みみみみ

偉大な教え手 P138 偉大な教え手 P141

偉大な教え手 P238

偉大な教え手 P241

クリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャン以外以外以外以外のののの人人人人ははははサタンサタンサタンサタンにににに属属属属しておりしておりしておりしており、、、、
皆皆皆皆、、、、信仰信仰信仰信仰のののの邪魔邪魔邪魔邪魔をするをするをするをする邪悪邪悪邪悪邪悪なななな人人人人々々々々であるであるであるである！！！！

でも彼らは滅びて
助かるのは自分たちである。

神神神神にににに背背背背くとくとくとくとボロボロボロボロボロボロボロボロのののの老人老人老人老人になってになってになってになって呪呪呪呪われるぞわれるぞわれるぞわれるぞ！！！！
（最初の完全な夫婦が今の老人よりもキレイな
　歳のとり方をしたとは考えないのだろうか？）

偉大な教え手 P50

ノアたちは神のいうことを聞いたから
生き残った。

遊びたいと考えていると…
滅滅滅滅びるぞびるぞびるぞびるぞ！！！！奉仕奉仕奉仕奉仕にににに出出出出ろろろろ！！！！
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不思議不思議不思議不思議なななな絵絵絵絵

偉大な教え手 P121

偉大な教え手 P251

偉大な教え手 P171

ただのただのただのただの偶然偶然偶然偶然？？？？このおこのおこのおこのお人形人形人形人形のののの意味意味意味意味はははは？？？？

目8月号P6
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威圧的威圧的威圧的威圧的ななななメッセージメッセージメッセージメッセージ

出版物出版物出版物出版物のののの多多多多くのくのくのくの挿絵挿絵挿絵挿絵はははは潜在意識潜在意識潜在意識潜在意識にににに訴訴訴訴えけるよえけるよえけるよえけるよ
うなうなうなうな、、、、威圧的威圧的威圧的威圧的ななななメッセージメッセージメッセージメッセージをををを出出出出していますしていますしていますしています。。。。それそれそれそれ
はははは言言言言いいいい過過過過ぎだとぎだとぎだとぎだと思思思思うならうならうならうならずっとこのずっとこのずっとこのずっとこの絵絵絵絵をををを見見見見つめつめつめつめ
てくださいてくださいてくださいてください。。。。なんらかのなんらかのなんらかのなんらかの圧迫感圧迫感圧迫感圧迫感をををを胸胸胸胸にににに感感感感じるはじるはじるはじるは
ずですずですずですずです。。。。

これがこれがこれがこれがエホバエホバエホバエホバのさわやかなのさわやかなのさわやかなのさわやかな霊的霊的霊的霊的なななな
エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーだといえますかだといえますかだといえますかだといえますか？？？？

ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと良良良良いいいい親親親親をやっているのかっをやっているのかっをやっているのかっをやっているのかっ！？！？！？！？
やらないとどうなってもやらないとどうなってもやらないとどうなってもやらないとどうなっても知知知知らないぞらないぞらないぞらないぞ！！！！！！！！

目8月号P6
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恐怖恐怖恐怖恐怖をををを煽煽煽煽るるるる出版物出版物出版物出版物

世世世世のののの中中中中はひたすらはひたすらはひたすらはひたすら怖怖怖怖いといといといと思思思思わせるようなわせるようなわせるようなわせるようなカバーカバーカバーカバー。。。。
雑誌雑誌雑誌雑誌はははは必要以上必要以上必要以上必要以上にににに世世世世のののの中中中中がががが悪悪悪悪くなったとくなったとくなったとくなったと訴訴訴訴えるえるえるえる。。。。
不安不安不安不安につけこまないとにつけこまないとにつけこまないとにつけこまないと人人人人々々々々はははは神神神神にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けないけないけないけない
のだろうかのだろうかのだろうかのだろうか？？？？不安不安不安不安ムードムードムードムードをなぜをなぜをなぜをなぜ煽煽煽煽るるるる？？？？

「最近世の中が悪くなったから不安ですよね」
と伝道しているが、本当は…

世世世世のののの中中中中がががが悪悪悪悪くなってもらわないとくなってもらわないとくなってもらわないとくなってもらわないと困困困困るのはるのはるのはるのは
証人証人証人証人たちたちたちたち自身自身自身自身であるであるであるである。。。。

宗教宗教宗教宗教というのはというのはというのはというのは「「「「不安不安不安不安ビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」であるであるであるである。。。。
不安不安不安不安がなければがなければがなければがなければ繁盛繁盛繁盛繁盛しないからであるしないからであるしないからであるしないからである。。。。

証人証人証人証人たちはこういうがたちはこういうがたちはこういうがたちはこういうが…

■■■■人人人人々々々々のののの宗教心宗教心宗教心宗教心がなくなったのはがなくなったのはがなくなったのはがなくなったのは良良良良くないことだくないことだくないことだくないことだ。。。。
　　　　⇒⇒⇒⇒しかししかししかししかし宗教心宗教心宗教心宗教心がががが強強強強ければければければければ彼彼彼彼らはらはらはらは証人証人証人証人たちのたちのたちのたちの
　　　　　　　　　　　　証言証言証言証言にはにはにはには耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けないだろうけないだろうけないだろうけないだろう。。。。

■■■■家族愛家族愛家族愛家族愛がががが冷冷冷冷えてえてえてえて、、、、近所付近所付近所付近所付きききき合合合合いもいもいもいも薄薄薄薄くなってしまったくなってしまったくなってしまったくなってしまった。。。。
　　　　⇒⇒⇒⇒しかししかししかししかし家族家族家族家族とととと近所近所近所近所のののの絆絆絆絆がががが固固固固ければければければければ、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは
　　　　　　　　証人証人証人証人とととと研究研究研究研究するするするする隙隙隙隙はははは与与与与えられないであろうえられないであろうえられないであろうえられないであろう。。。。

■■■■犯罪犯罪犯罪犯罪がががが増増増増えてえてえてえて大変大変大変大変だだだだ。。。。
　　　　⇒⇒⇒⇒しかししかししかししかし世世世世のののの中中中中がががが平和平和平和平和になればになればになればになれば「「「「世世世世のののの終終終終わりわりわりわり」」」」のののの証言証言証言証言をををを
　　　　　　　　聞聞聞聞いてもらえなくていてもらえなくていてもらえなくていてもらえなくて困困困困るのはるのはるのはるのは証人証人証人証人たちだろうたちだろうたちだろうたちだろう。。。。

世世世世のののの中中中中がががが悪悪悪悪くなればくなればくなればくなれば世世世世のののの終終終終わりだといいわりだといいわりだといいわりだといい、、、、平和平和平和平和がくればがくればがくればがくれば
「「「「束束束束のののの間間間間のののの平和平和平和平和だだだだ安全安全安全安全だだだだ」」」」というというというという。。。。
世世世世のののの中中中中がががが良良良良くなってもくなってもくなってもくなっても悪悪悪悪くなってもくなってもくなってもくなっても「「「「世世世世のののの終終終終わりのしるしわりのしるしわりのしるしわりのしるし」」」」というというというという。。。。

一体一体一体一体どっちなのだろうどっちなのだろうどっちなのだろうどっちなのだろう？？？？（どっちに転んでも大丈夫な教義）
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2007年年年年はははは全開全開全開全開！！！！

なんのなんのなんのなんの根拠根拠根拠根拠もありませんがもありませんがもありませんがもありませんが、、、、霊的感受性霊的感受性霊的感受性霊的感受性がががが強強強強いいいい人人人人にはにはにはには分分分分かるかとかるかとかるかとかるかと思思思思いますいますいますいます。。。。
2006年年年年あたりからあたりからあたりからあたりから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霊的霊的霊的霊的エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーがががが強強強強くなってきておりくなってきておりくなってきておりくなってきており、、、、2007年年年年はははは全開全開全開全開！！！！といったといったといったといった感感感感じですじですじですじです。。。。

あなたもあなたもあなたもあなたも雑誌雑誌雑誌雑誌をををを一分間見一分間見一分間見一分間見つめてつづけたりつめてつづけたりつめてつづけたりつめてつづけたり、、、、壁壁壁壁にににに貼貼貼貼ってみたりしてみてくださいってみたりしてみてくださいってみたりしてみてくださいってみたりしてみてください。。。。分分分分かるかもですかるかもですかるかもですかるかもです。。。。
ちなみにちなみにちなみにちなみに研究用研究用研究用研究用のののの基礎本基礎本基礎本基礎本やややや子供向子供向子供向子供向けのけのけのけの出版物出版物出版物出版物はははは霊的霊的霊的霊的パワーパワーパワーパワーがよりがよりがよりがより強強強強いいいい傾向傾向傾向傾向がありますがありますがありますがあります。。。。
霊的洗脳霊的洗脳霊的洗脳霊的洗脳のためかもしれませんのためかもしれませんのためかもしれませんのためかもしれません。。。。統治体統治体統治体統治体がががが意図的意図的意図的意図的にやっているというよりはにやっているというよりはにやっているというよりはにやっているというよりは「「「「霊霊霊霊」」」」のののの意図意図意図意図でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。
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2007年年年年はははは全開全開全開全開！！！！②②②②

2007年年年年からからからから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がががが出版物出版物出版物出版物からからからから減減減減ったかわりにったかわりにったかわりにったかわりに、、、、写真写真写真写真からからからから発色発色発色発色されるされるされるされるエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーがかなりがかなりがかなりがかなり強強強強くなっていますくなっていますくなっていますくなっています。。。。特徴特徴特徴特徴としてとしてとしてとして、、、、
アクアグリーンアクアグリーンアクアグリーンアクアグリーンととととアクアブルーアクアブルーアクアブルーアクアブルーのののの２２２２色色色色がががが増増増増えましたえましたえましたえました。。。。人物人物人物人物のののの服服服服やややや壁壁壁壁などのなどのなどのなどの背景背景背景背景にににに頻繁頻繁頻繁頻繁にににに使用使用使用使用されていますされていますされていますされています。。。。同時同時同時同時にににに95年頃年頃年頃年頃からからからから続続続続いていていていて
いたいたいたいた「「「「ゆるさゆるさゆるさゆるさ」」」」からからからから、「、「、「、「霊的霊的霊的霊的なななな煽煽煽煽りりりり」」」」がががが再再再再びびびび強強強強くなりましたくなりましたくなりましたくなりました。。。。またまたまたまた重要重要重要重要なななな教義教義教義教義のののの変更変更変更変更（（（（1935年延長年延長年延長年延長、、、、世代世代世代世代＝＝＝＝天的級天的級天的級天的級））））へのへのへのへの布石布石布石布石がなされましがなされましがなされましがなされまし

たたたた。。。。まるでまるでまるでまるで組織組織組織組織のののの担当担当担当担当であるであるであるである「「「「霊霊霊霊」」」」がががが入入入入れれれれ替替替替わったかわったかわったかわったか、、、、強化強化強化強化されたかのようですされたかのようですされたかのようですされたかのようです。。。。
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解説解説解説解説

多くのさし絵は具体的なオカルトのシンボルなどを含んでいるわけではありません。霊は様々な顔を持つので、一概に「サタンによる絵」「エホバによる絵」
と分類できるわけではありません。同一人物にポジティブな側面とネガティブな側面の両方があるのと同様、霊者も様々な表現を持っています。ただここで
一ついえるのは、証人たちが考えているような「エホバかサタンのどっちか」というような単純な構造で霊の世界を語る事はできないということです。

エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人にににに2222世世世世にににに福祉系福祉系福祉系福祉系とととと事務職系事務職系事務職系事務職系とうつとうつとうつとうつ病病病病がががが多多多多いのはなぜかいのはなぜかいのはなぜかいのはなぜか：：：：
■何度も繰り返しますが、このこのこのこの資料資料資料資料ではではではでは人人人人々々々々がががが組織組織組織組織をををを皆去皆去皆去皆去るべきであるとはるべきであるとはるべきであるとはるべきであるとは主張主張主張主張していませんしていませんしていませんしていません。ものみの塔の霊（霊者）は実際に多くの人を道徳的に正し
てきましたし、世界中の人々を一つの大きな組織にまとめています。ただしこのような組織力を生み出すには大きな吸引力を必要とします。銀河系の中心
にあるブラックホールのようなものです。従ってこれらの霊の力は支配欲、独占欲といったネガティブな力を使っています。
■霊のネガティブな力は特定の子供にとっては害となる場合があります。それはそのそのそのその子子子子のののの感受性感受性感受性感受性（大抵クリエイティブな素質を持った子供）がががが高高高高いいいい場合場合場合場合にににに
害害害害をもたらしますをもたらしますをもたらしますをもたらします。なぜなら感度の高い子は霊のエネルギーに過度に反応するからです。裏を返すと多くの大半の人たちは感度が鈍いということになりま
す。感度の高い子はあたかも太陽の強い紫外線にサングラスなしでさらされたような状態になります。放射能でいう被爆状態です。これがそのそのそのその子子子子ののののキャパキャパキャパキャパ
シティシティシティシティ（（（（限度限度限度限度））））をををを超超超超えるとえるとえるとえると強強強強いいいい霊霊霊霊にににに押押押押しつぶされしつぶされしつぶされしつぶされ「「「「心心心心」」」」がががが呪縛呪縛呪縛呪縛されたされたされたされた状態状態状態状態になりになりになりになり活動活動活動活動をををを停止停止停止停止しますしますしますします。。。。このこのこのこの状態状態状態状態をををを「「「「うつうつうつうつ病病病病」」」」といいますといいますといいますといいます。。。。
■真理は究極の喜びなので証人になるとうつ病は治るはずだといわれます。しかし実際に組織にいる事によってうつ病が治ることはまずありえません。な
ぜならうつ病とは環境を受付けられない状態だからです。本人自身の心が身動きとれなくなった状態です。組織の霊は強い隷属的な力を加えるので、本
人は多くの「罪悪感」を背負うことになり押しつぶされてしまいます。

■隷属的な力が強いということは、逆にいうと次のような人にとっては居心地の良い組織になりうります。
　「「「「主体性主体性主体性主体性がががが（（（（自分志向自分志向自分志向自分志向））））がないがないがないがない人人人人」　」　」　」　 ⇒人生において特に成し遂げたい事がない人。野外奉仕をやっていれば充実感がある。
　「　「　「　「自分自分自分自分でででで物事物事物事物事をををを判断判断判断判断したくないしたくないしたくないしたくない人人人人」」」」 　 ⇒組織にやるべきことを命令してもらった方が楽。
　「「「「団体団体団体団体にににに属属属属していたいしていたいしていたいしていたい人人人人」」」」　　　　　　 ⇒自分一人で生きていくのが不安な人。大勢の流れに乗ったほうが楽である人。
　「「「「依存度依存度依存度依存度のののの高高高高いいいい人人人人」」」」　　　 ⇒自分自身の価値観が確立していない人。真理がないと生きている意味がないと思っている。
これらの特徴を一言で分けると「ファロワー（Follower）」にとっては居心地の良い組織で、「リーダー（Leader）」タイプにとっては極めて葛藤の大きな負担を
強いる組織体となります。私たちは特定の組織に依存した霊的価値観をもった人生を過ごすようにエホバに創造されたわけではありません。
■上の要素をまとめるとエホバの証人に向かないタイプは「クリエイティブ派」と「リーダータイプ」だということが分かります。実際に会衆を見ると分かります
が、残っている多くの2世は介護、歯科医、医療事務等の福祉系の仕事か、カスタマーケアや経理、総務などの事務職についています。また組織に言われ
た事を遂行する元自衛隊や警備員にとっても非常に居心地の良い組織体となっています。

絵絵絵絵ののののシンボルシンボルシンボルシンボルのののの話話話話からからからから職業職業職業職業のののの話話話話へとへとへとへと大大大大きくそれてしまいましたがきくそれてしまいましたがきくそれてしまいましたがきくそれてしまいましたが、、、、ここでここでここでここで要点要点要点要点となるのはとなるのはとなるのはとなるのは、、、、支配的支配的支配的支配的なななな属性属性属性属性をををを持持持持つつつつ霊霊霊霊のもとにあるのもとにあるのもとにあるのもとにある組織組織組織組織でもでもでもでも大半大半大半大半のののの人人人人にとってにとってにとってにとって
はとてもはとてもはとてもはとても良良良良いいいい効果効果効果効果をををを持持持持っているということですっているということですっているということですっているということです。。。。同時同時同時同時にににに少数派少数派少数派少数派にとってはにとってはにとってはにとっては大大大大きなきなきなきな精神的精神的精神的精神的なななな負担負担負担負担をもたらしますをもたらしますをもたらしますをもたらします。。。。しかしこれらはしかしこれらはしかしこれらはしかしこれらは本人本人本人本人のののの「「「「霊性霊性霊性霊性」」」」とはとはとはとは一切関係一切関係一切関係一切関係なななな
いことをここでいことをここでいことをここでいことをここで言明言明言明言明しておきますしておきますしておきますしておきます。。。。人間人間人間人間のののの最大最大最大最大のののの敵敵敵敵はははは「「「「不安不安不安不安」」」」とととと「「「「罪悪感罪悪感罪悪感罪悪感」」」」ですですですです。。。。これらをこれらをこれらをこれらを特定特定特定特定のののの必要必要必要必要としているとしているとしているとしている人人人人からからからから取取取取りりりり除除除除くのがこのくのがこのくのがこのくのがこの資料資料資料資料のののの目的目的目的目的ですですですです。。。。

したがってこのしたがってこのしたがってこのしたがってこの資料資料資料資料はははは確確確確かにかにかにかにセンセーショナルセンセーショナルセンセーショナルセンセーショナルなものですがなものですがなものですがなものですが、、、、決決決決してしてしてして興味本位興味本位興味本位興味本位やややや議論議論議論議論ののののネタネタネタネタとしてとしてとしてとして他人他人他人他人にににに見見見見せないでくださいせないでくださいせないでくださいせないでください。。。。映画映画映画映画マトリックスマトリックスマトリックスマトリックスとととと同同同同じじじじ
ででででJWJWJWJWでででで居心地居心地居心地居心地のののの良良良良いいいい人人人人からからからからプラグプラグプラグプラグをををを抜抜抜抜くとくとくとくと害害害害をををを当人当人当人当人にににに招招招招きますきますきますきます。。。。本人本人本人本人ががががJWJWJWJWをををを辞辞辞辞めたいけれどめたいけれどめたいけれどめたいけれど確証確証確証確証がががが欲欲欲欲しいというしいというしいというしいという意思表示意思表示意思表示意思表示をををを示示示示
したしたしたした時時時時にのみにのみにのみにのみ個人的個人的個人的個人的にににに教教教教えてあげればよいとえてあげればよいとえてあげればよいとえてあげればよいと思思思思いますいますいますいます。。。。

うつうつうつうつ病病病病にににに関関関関してしてしてして一つつけ加えます。この資料を本当に必要としているのはうつ病になるほどの助けを必要としている人なのですが、現実には当人の意思
表示・決断力が弱くなる病気なので、ここで扱っている問題を当人一人で消化することはできません。従って第三者として助けてあげることは残念ながらで
きません。下手下手下手下手にににに介入介入介入介入するとするとするとすると当人当人当人当人はははは家族家族家族家族やややや関係者関係者関係者関係者にににに話話話話をををを広広広広げてげてげてげて問題問題問題問題をををを大大大大きくするだけとなりますきくするだけとなりますきくするだけとなりますきくするだけとなります。。。。

協会協会協会協会のうつのうつのうつのうつ病病病病のののの子供子供子供子供たちたちたちたち対策対策対策対策　　　　http://f23.aaa.livedoor.jp/~jwqa/jwalbum/ipc/top.htm
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おまけおまけおまけおまけ-盗作盗作盗作盗作??①①①①

永遠永遠永遠永遠のののの本本本本　　　　P93 ドイツドイツドイツドイツのののの雑誌雑誌雑誌雑誌

油注油注油注油注がれたがれたがれたがれた経路経路経路経路からのからのからのからの挿絵挿絵挿絵挿絵？？？？？？？？
（水模様まで同じなんて…）

もちろん著作権害でカメラマンから訴えられてます。



17http://www.geocities.com/paulblizard/ripoff.html

おまけおまけおまけおまけ-盗作盗作盗作盗作??②②②②

The Bible Story 

by Arthur S Maxell

「わたしの聖書物語」は
本当は誰の物語？
「世の人」の絵本から
絵をそのままパクリ。
本当に神からの霊感を
受けて描いている？
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http://www.bibletopics.com/biblestudy/86.htm

おまけおまけおまけおまけ-盗作盗作盗作盗作?? ③③③③

塔塔塔塔9月月月月15日日日日1982年年年年（（（（英語英語英語英語）））） ウィスキーウィスキーウィスキーウィスキーのののの広告広告広告広告

ここまでここまでここまでここまで露骨露骨露骨露骨にやればもちろんにやればもちろんにやればもちろんにやればもちろん問題問題問題問題になったのでになったのでになったのでになったので…⇒⇒⇒⇒
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おまけおまけおまけおまけ-盗作盗作盗作盗作?? ③③③③

写真写真写真写真のののの著作権保護者著作権保護者著作権保護者著作権保護者からからからから指摘指摘指摘指摘されてされてされてされて問題問題問題問題となったためとなったためとなったためとなったため、、、、

製本製本製本製本のののの時時時時ににににカバーカバーカバーカバーのののの差替差替差替差替ええええになりましたになりましたになりましたになりました。。。。

しかししかししかししかし製本製本製本製本とととと雑誌雑誌雑誌雑誌ののののカバーカバーカバーカバーがががが違違違違うのはなぜかといううのはなぜかといううのはなぜかといううのはなぜかという
一般信者一般信者一般信者一般信者からのからのからのからの質問質問質問質問にににに対対対対してしてしてして、「、「、「、「組織組織組織組織はそのはそのはそのはその時時時時のののの必必必必
要要要要にににに合合合合わせてよりわせてよりわせてよりわせてより適切適切適切適切なななな絵絵絵絵とととと差替差替差替差替えるえるえるえる事事事事があるがあるがあるがある」」」」とととと
いういういういう、、、、本部本部本部本部からのからのからのからの苦苦苦苦しいしいしいしい言言言言いいいい訳訳訳訳。。。。
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わざとわざとわざとわざと？？？？間違間違間違間違いいいい？？？？

②②②②

①①①①

③③③③

④④④④

歌の本　裏

さあさあさあさあ誰誰誰誰のののの足足足足でしょうでしょうでしょうでしょう？？？？？？？？

単なる遠近法の間違い？
それとも見えない一人がいる？
①と②はいいのですが、③の足には
本来上半身がつづくはずです。
それがなぜか④の後の列の上半身と
不自然につながっています。頭と足の
サイズを比べれば一目瞭然です。


