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■■■■国連国連国連国連のののの登録機関登録機関登録機関登録機関であったであったであったであった組織組織組織組織。。。。
■■■■たばこたばこたばこたばこ産業産業産業産業のののの株運用株運用株運用株運用。。。。
■■■■軍事産業企業軍事産業企業軍事産業企業軍事産業企業のののの大株主大株主大株主大株主。。。。
■■■■幼児虐待幼児虐待幼児虐待幼児虐待とととと裁判裁判裁判裁判。。。。
■■■■ベツベツベツベツ・・・・サレムサレムサレムサレムととととアルコールアルコールアルコールアルコール問題問題問題問題。。。。
■■■■フリーメーソンフリーメーソンフリーメーソンフリーメーソンととととラッセルラッセルラッセルラッセル。。。。

『『『『わたしがわたしがわたしがわたしが世世世世のものではないのとのものではないのとのものではないのとのものではないのと同同同同じようにじようにじようにじように，，，，
彼彼彼彼らもらもらもらも世世世世のものではありませんのものではありませんのものではありませんのものではありません。』。』。』。』　　　　

ヨハネ 17:16

『『『『互互互互いにいにいにいに偽偽偽偽りをりをりをりを語語語語ってはなりませんってはなりませんってはなりませんってはなりません。』。』。』。』　

コロサイ 3:9

－　－　－　－　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③③③③ v.1c　by 真理 真　8/27/2007改定　
http://www.geocities.jp/jw_kaiyaku/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

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。。。。

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。。。。

③③③③解約解約解約解約JW 組織組織組織組織ととととスキャンダルスキャンダルスキャンダルスキャンダル
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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国連国連国連国連のののの登録機関登録機関登録機関登録機関
組織組織組織組織はははは約約約約10年年年年にわたってにわたってにわたってにわたって国連国連国連国連とととと提携提携提携提携していたしていたしていたしていた。。。。
DPI（（（（国連国連国連国連のののの広報広報広報広報））））とととと提携提携提携提携するするするする資格資格資格資格をををを持持持持つのはつのはつのはつのは、、、、次次次次のようなのようなのようなのような機関機関機関機関ですですですです。。。。

●国連憲章の理念を共有している。
●非営利の事業のみを行っている。

●国連の課題への関心が実証され、かつ、教育者、メディア代表、
　政策立案者、財界など、広範あるいは専門的な聴衆に呼びかけを　　　
　行う能力が立証されている。

●ニュースレター、速報およびパンフレットの発行、会議、
　セミナーおよび円卓会議の開催、ならびに、メディアの協力を通じて、　
　国連の活動に関する効果的な広報プログラムを運営する決意と
　手段を持っている。

http://www.stopover.org/lib/translation/NGO/un_letter.html

国連の広報による手紙で、
組織がNGOとして1992年から
2001年までDPIとの提携関係に

あったことを証明している。

国連による「人権宣言」50周年記念を

扱っているメディアのリストを国連サイトに記載。

DPIとNGOは定期的に協力しています。 DPIと提携するNGOは、国連国連国連国連にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をそのをそのをそのをそのメンバーメンバーメンバーメンバーにににに広広広広めることめることめることめることで、国連に関する知識とこれに対する支持を草のレベルで強
化しています。 このような普及活動としては、以下のようなものがあります。・平和と安全保障、経済・社会開発、人権、人道問題、国際法などの問題に関する国連国連国連国連のののの全世界全世界全世界全世界
でのでのでのでの活動活動活動活動をををを広広広広くくくく伝伝伝伝えることえることえることえること。・人類が直面する重要課題に世界の注意を集めるために、国連総会が制定した国連国連国連国連のののの記念行事記念行事記念行事記念行事とととと国際年国際年国際年国際年をををを推進推進推進推進することすることすることすること。 ・・・国連の活動を支
援するとともに、国連の原則と活動に関する知識を向上させることを約束する・・・ ・・・国連国連国連国連のののの活動活動活動活動にににに関関関関するするするする効果的効果的効果的効果的なななな広報広報広報広報プログラムプログラムプログラムプログラムをををを運営運営運営運営するするするする決意と手段を持ってる・・・ ・・・
情報情報情報情報をををを広広広広めめめめ、国連とその専門機関に対する支持に世論を動員すること・・・。DPIとの提携にはこのことに対するコミットメントコミットメントコミットメントコミットメントを意味します。 提携提携提携提携NGOにはにはにはには、、、、そのそのそのその広報広報広報広報プログラプログラプログラプログラ
ムムムムのののの一部一部一部一部をををを国連国連国連国連のののの原則原則原則原則とととと活動活動活動活動にににに関関関関するするするする知識知識知識知識のののの向上向上向上向上にににに割割割割りりりり当当当当てることがてることがてることがてることが期待期待期待期待されていますされていますされていますされています。。。。 さらに、これらのNGOは、国連国連国連国連のののの活動活動活動活動にににに関連関連関連関連するするするする広報資料広報資料広報資料広報資料ののののサンプルサンプルサンプルサンプルをををを定期的定期的定期的定期的にににに

提供提供提供提供することすることすることすることにより、広報局NGO課にその活動を常に知らせておくことになっています。　 http://www.unic.or.jp/ngo/public.htm

http://www.unhchr.ch/udhr/materials/articles.htm
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国連国連国連国連をををを支持支持支持支持するするするする記事記事記事記事①①①①

「「「「国連国連国連国連にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をそのをそのをそのをそのメンバーメンバーメンバーメンバーにににに広広広広めることめることめることめること」」」」
「目ざめよ!」誌，1998年11月22日号，6ページ
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「「「「国連国連国連国連にににに対対対対するするするする支持支持支持支持にににに世論世論世論世論をををを動員動員動員動員することすることすることすること」」」」
「目ざめよ!」誌，1998年11月22日号，3ページ

国連国連国連国連をををを支持支持支持支持するするするする記事記事記事記事②②②②
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「「「「国連国連国連国連のののの記念行事記念行事記念行事記念行事やややや国際年国際年国際年国際年をををを推進推進推進推進することすることすることすること」」」」
「目ざめよ!」誌，2001年7月22日号，5ページ

「「「「国連国連国連国連のののの活動活動活動活動をををを広広広広くくくく伝伝伝伝えることえることえることえること」」」」
「目ざめよ!」誌，1999年1月8日号31ページ

国連国連国連国連をををを支持支持支持支持するするするする記事記事記事記事③③③③
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「「「「国連国連国連国連のののの原則原則原則原則とととと活動活動活動活動にににに関関関関するするするする知識知識知識知識をををを向上向上向上向上させることさせることさせることさせること」」」」
「目ざめよ!」誌，1999年1月8日号，13ページ

国連国連国連国連をををを支持支持支持支持するするするする記事記事記事記事④④④④
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エホバの証人世界本部
25 Colombia Heights, Brocklyn, NY 11201-2483 Tel. 718 560-5000

XXXX　2001年11月1日　　　No.XXXX

支部委員

親愛なる兄弟たち
反対者たちは、私たちが国連と秘密の関係を持っているとの根拠のない主張を公にして
います。これが原因で多くの支部がその問題について質問を寄せてきて、私たちはそれ
に答えてきました。この回覧状は、私私私私たちがたちがたちがたちが以前以前以前以前にしてきたにしてきたにしてきたにしてきたあらゆるあらゆるあらゆるあらゆる回答回答回答回答にににに置置置置きききき換換換換わるもわるもわるもわるも
のののので、すべての支部に送られています。あなた方の支部の区域内でこの件について尋ね
る人がいるならば、下記のように返答することができるかもしれません。

私たちは1991年に国連の広報局(DPI)のNGOに登録されましたが、その目的は、国連の

図書館施設で、健康、環境や社会問題についての調査資料を利用するためでした。私た
ちはそれ以前から何年にもわたって蔵書を利用してきましたが、1991年に利用を継続す
るためにはNGOとして登録しなければならなくなりました。 1991年に国連に提出した登録

書類を整理保管していますが、そこには私たちのクリスチャンとしての信条に反する記述
はありません。それどころか国連は、NGOに対して「DPIとの提携は、NGOが国連システ

ムに取り込まれることを意味するものでもなければ、提携機関あるいはその職員に何ら
かの特権、免責権あるいは特別の地位を与えるものでもありません」と通告しています。
とはいうものの、少なくとも最新のNGO提携基準には、私たちが同意の署名をすることが

できないような文言が含まれています。私私私私たちはこれにたちはこれにたちはこれにたちはこれに気気気気がついたときがついたときがついたときがついたとき、、、、直直直直ちにちにちにちに登録登録登録登録をををを撤撤撤撤
回回回回しましたしましたしましたしました。。。。私たちがこの問題についての注意を喚起されたことは、喜ばしいことです。

反対者たちは私たちの評判を悪くしようと試みていますが、上記の説明がそれを中和さ
せるものと、私たちは確信しています。

私たちのクリスチャン愛と、祈りを確かにお受け取り下さい。
あなたの兄弟
Chairman's Committee

写し：Administration Offices Desks

これはものみの塔がすべての支部に送った手紙であるが、特にひっかかるのは次の一文である：　「この回覧状は、私た
ちが以前以前以前以前にしてきたあらゆるにしてきたあらゆるにしてきたあらゆるにしてきたあらゆる回答回答回答回答にににに置置置置きききき換換換換わるものわるものわるものわるもので、すべての支部に送られています」。本部本部本部本部はははは少少少少しししし前前前前までまでまでまで違違違違ったったったった回答回答回答回答をををを
していたのだろうかしていたのだろうかしていたのだろうかしていたのだろうか。。。。さらに「…とはいうものの、少なくとも最新のNGO提携基準には、私たちが同意の署名をすることがで

きないような文言が含まれています」と述べているが、一連一連一連一連のののの記事記事記事記事をををを見見見見るとるとるとると彼彼彼彼らがらがらがらが真実真実真実真実をををを語語語語っていないっていないっていないっていない事事事事はははは明白明白明白明白である。

組織組織組織組織からのからのからのからの回答回答回答回答

http://www.randytv.com/secret/enclosure6use.jpg

http://www.stopover.org/lib/translation/NGO/bates_original_article.html
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国連国連国連国連のののの名簿名簿名簿名簿

国連問題国連問題国連問題国連問題のののの詳細詳細詳細詳細　（　（　（　（英語英語英語英語））））
http://www.randytv.com/secret/fordecades.htm

Gaudian紙紙紙紙でのでのでのでの報道報道報道報道　　　　10/15/2001

http://www.randytv.com/secret/Enclosure3USE.htm
http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4277197,00.html

ガーデアン紙が10/9/2001に国連と協会の関係を報道した翌
日の10/10に協会が国連の名簿から脱退したという事を報じて

います。、もしガーデアン紙が報じなければ組織はそのまま国
連との契約を継続するつもりだったのでしょうか？

毎年更新毎年更新毎年更新毎年更新しないといけないしないといけないしないといけないしないといけない国連国連国連国連のののの書類書類書類書類
http://www.un.org/dpi/ngosection/acconline2005.pdf

協会は国連に登録する条件をよく知らなかったと弁明してい
ますが、国連が毎年更新のために要求している用紙を見れば
ウソであることが分かります。

NGO名簿名簿名簿名簿にあるものみのにあるものみのにあるものみのにあるものみの塔塔塔塔のののの名前名前名前名前　　　　P274

http://www.randytv.com/secret/1997ngo10.jpg

http://www.randytv.com/secret/1997ngopages.htm
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たばこたばこたばこたばこ産業産業産業産業のののの株運用株運用株運用株運用①①①①

「「「「HENRIETTA M RILEY TRUST」」」」でででで検索検索検索検索

株株株株をををを寄付寄付寄付寄付としてとしてとしてとして受取受取受取受取るるるる組織組織組織組織のののの危険危険危険危険なななな体質体質体質体質

■組織は株運用は個人の自由だとしているが、良心の妨げとな
らないように企業の背景を調べるように促している。

■良心と対立する産業には仕事としてであれ関わらないように促
している。（仕事で煙草の販売をしてもよいのか？）

同時に組織は組織への寄付として株をも受け付けると雑誌など
で明言している。これは多くの問題を招くと思われる。

疑問疑問疑問疑問：　：　：　：　株株株株をををを寄付寄付寄付寄付としてとしてとしてとして受受受受けけけけ付付付付けるということはけるということはけるということはけるということは誰誰誰誰がそのがそのがそのがその
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株株株株をををを運用運用運用運用しているのだろうかしているのだろうかしているのだろうかしているのだろうか？？？？

疑問疑問疑問疑問：　：　：　：　株株株株をををを持持持持つということはつということはつということはつということは特定特定特定特定のののの企業企業企業企業にににに対対対対するするするする利害関係利害関係利害関係利害関係がががが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発生発生発生発生するがするがするがするが、、、、神神神神のごのごのごのご意志意志意志意志とととと対立対立対立対立しないのだろうかしないのだろうかしないのだろうかしないのだろうか？？？？

疑問疑問疑問疑問：　：　：　：　運用運用運用運用しているしているしているしている株株株株のののの企業企業企業企業にににに関関関関するするするする事業内容事業内容事業内容事業内容をををを全全全全てててて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　把握把握把握把握できるのだろうかできるのだろうかできるのだろうかできるのだろうか？？？？

「「「「兵士兵士兵士兵士としてとしてとしてとして仕仕仕仕えているえているえているえている者者者者はだれもはだれもはだれもはだれも，，，，生活生活生活生活のためのもうけのためのもうけのためのもうけのためのもうけ
仕事仕事仕事仕事などにかかわりませんなどにかかわりませんなどにかかわりませんなどにかかわりません。。。。自分自分自分自分をををを兵士兵士兵士兵士としてとしてとしてとして募募募募ったったったった者者者者のののの
是認是認是認是認をををを得得得得ようとするからですようとするからですようとするからですようとするからです。」　。」　。」　。」　テモテテモテテモテテモテ第二第二第二第二 2:42:42:42:4

HENRIETTA M RILEY TRUSTというというというという会社会社会社会社はものみのはものみのはものみのはものみの塔塔塔塔だだだだ

けのためにけのためにけのためにけのために株株株株のののの運用運用運用運用をををを行行行行っているっているっているっている。。。。株運用株運用株運用株運用によるによるによるによる利益利益利益利益はははは寄付寄付寄付寄付
としてものみのとしてものみのとしてものみのとしてものみの塔塔塔塔にににに供与供与供与供与されているされているされているされている。。。。左左左左はそのはそのはそのはその会社会社会社会社のののの情報情報情報情報でででで
あるあるあるある。。。。次次次次にににに会計資料会計資料会計資料会計資料をみるとをみるとをみるとをみると…
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http://www.geocities.com/le_thanh_y/WatchtowerMakeBomb/HenRiley1.jpg

http://www.geocities.com/le_thanh_y/WatchtowerMakeBomb/CigarShares.htm

たばこたばこたばこたばこ産業産業産業産業のののの株運用株運用株運用株運用②②②②

このこのこのこの株運用会社株運用会社株運用会社株運用会社をををを通通通通してしてしてして2002年度年度年度年度のののの会計会計会計会計
でででで、、、、協会協会協会協会はははは約約約約200万万万万ドルドルドルドル（（（（約約約約2.4億円億円億円億円））））のののの利利利利

益益益益をををを寄付寄付寄付寄付としてとしてとしてとして受受受受けけけけ取取取取っているっているっているっている。。。。
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The H M Riley Trust is a U.S. trust that has the Watchtower Society as the sole 
beneficiary. Basically, it is a vehicle to make income for the Watchtower, using 
assets left by Henrietta Riley. The income generated by the trust is transferred to the 
Watchtower by means of a "donation". For the year ended April 30, 2002, the trust 
generated income of $1,740,127 and donated $1,945,645 to the Watchtower. In 
comparison, for the 2001 year the trust generated $2,939,731 in income, and 
donated $3,285,050 to the Watchtower. The difference between income and 
expenditure is made up by realising gains on the assets held.

The income of the trust is from two main sources. The majority is from "oil and gas 
royalties." The trust also has almost $2 million of investments in various stocks and 
other vehicles.　　　　One name that jumps out from the list above: Philip Morris 
Companies Inc, one of the world's largest manufacturers of cigarettes and tobacco 
products.

http://www.jehovahs-witness.com/11/54708/1.ashx

たばこたばこたばこたばこ産業産業産業産業のののの株運用株運用株運用株運用③③③③

運用株運用株運用株運用株のののの中中中中にににに煙草煙草煙草煙草メーカーメーカーメーカーメーカーのののの
企業名企業名企業名企業名がみられるがみられるがみられるがみられる。。。。
http://www.philipmorrisusa.com
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組織組織組織組織はははは関連会社関連会社関連会社関連会社3社社社社のののの株株株株をををを有有有有しているしているしているしている。。。。
•Rand Cam Engine Corp.

•Rand Energy Group Inc. 

•Regi U.S. Inc.

http://www.geocities.com/wtgreed/article.htm

日本語日本語日本語日本語　　　　http://buta.exjw2.org/war/war.htm

軍事産業軍事産業軍事産業軍事産業のののの株株株株①①①①

アメリカの軍事産業であるRand Cam Engine 株式会社から利益

を得ている。ものみの塔が大株主となっているこれらのグループ
企業は下記のような技術・ライセンスを保有している。

■RC™ technology 

エンジン、コンプレッサー等の技術に応用。
■H2O Hydrogen Separator。
■Machine Vision Technology。自動標準認識技術に応用。
■2001年から5馬力のセラミックエンジンを軍事プロジェクトであ
るSilver Fox (SWARM - Smart War-fighter Array Of Re-

configurable Modules) に納品。
■無人ヘリコプター用に42馬力エンジンを供給することを発表。

組織組織組織組織がががが株株株株をををを保有保有保有保有
していたしていたしていたしていた軍事産業軍事産業軍事産業軍事産業にににに
関与関与関与関与しているしているしているしている
グループグループグループグループ企業企業企業企業。。。。
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軍事産業軍事産業軍事産業軍事産業のののの株株株株②②②②

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/925541/0001015

40201503560/doc1.txt

Main Information Sources

Reg Tech/Regi News releases

Advanced Ceramics Research 

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) 

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549

-------------------------------

FORM 10-KSB

ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF
THE SECURITIES ACT OF 1934

For the Fiscal Year Ended April 30, 2002

COMMISSION FILE NO. 0-23920

-------------------------------

REGI U.S., INC.REGI U.S., INC.REGI U.S., INC.REGI U.S., INC.
-------------------------------

(Name of small business issuer as specified in its charter)

OREGON                                       91-1580146
(State or other jurisdiction of                     (I.R.S. Employer
incorporation or organization)                   Identification Number)

120 - 3011 VIKING WAY
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 1W1, CANADA
------------------------------------------

(Address, including postal code, of registrant's principal executive offices)

(604) 278-5996
(Telephone number including area code)

Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Exchange Act: NONE

Securities registered pursuant to Section 12(g) of the Exchange Act:

Title of each class        Name of each Exchange on which registered:
------------------- ----------------------------------------

-

Common Stock, no par value       NASD Over the Counter Bulletin Board

Name                                  Class A Shares Owned      Percentage of
Class A Shares

Owned
<S>                                                     <C>                      <C>
John G. Robertson, Chairman of the Board                  5,781,350                51.22%
of Directors, President and Director (1) (2)
The Watchtower Society (3)                                The Watchtower Society (3)                                The Watchtower Society (3)                                The Watchtower Society (3)                                5,073,200                44.94%5,073,200                44.94%5,073,200                44.94%5,073,200                44.94%
James McCann (4)                                         5,073,200                44.94%
Rand Energy Group Inc. (5)                                5,073,200                44.94%
Jennifer Lorette, Vice President and Director                85,500                 *
(6)
James Vandeberg, Chief Operating Officer                     76,000                 *
and Director (7)
Patrick Badgley, Vice President, Research                    75,000                 *
and Development and Director (8)

ALL EXECUTIVE OFFICERS &                                  6,017,850                53.31%
DIRECTORS AS A GROUP (FOUR
INDIVIDUALS) (9)

-----------------------------------------------------------------------------

Rand Cam Engine Corp. is a privately held company whose stock is reportedly
owned 50% by The Watchtower Society, a religious organization, 34% by James
McCann and the balance by several other shareholders. Mr. McCann has indicated
that he donated the shares held by The Watchtower Society to that organization
but has retained a voting proxy for those shares. Accordingly, in Notes (3) and
(4) above, beneficial ownership of the 5,073,200 shares registered in the name
of Rand Energy Group Inc. has been attributed to The Watchtower Society and Mr.
McCann. We believe it would be misleading and not provide clear disclosure to
list as beneficial owners in the table the other entities and persons discussed
in this paragraph, although a strict reading of Rule 13d-3 under the Securities
Exchange Act of 1934 might require each such entity and person to be listed in
the beneficial ownership table.

海軍契約番号海軍契約番号海軍契約番号海軍契約番号N41756N41756N41756N41756----02020202----MMMM----2026202620262026およびおよびおよびおよびN41756N41756N41756N41756----02020202----MMMM----2037203720372037
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軍事産業軍事産業軍事産業軍事産業のののの株株株株③③③③

組織組織組織組織によるによるによるによる説明説明説明説明：：：：
エンジンを開発した二人の兄弟が、その技術から生じる利益を組織に寄付するよ
うに手配していた。しかし組織はその事に関して一切知一切知一切知一切知らされていなかったらされていなかったらされていなかったらされていなかったため、
間違間違間違間違ったままったままったままったまま株主として記載されてしまった。又、これらの技術は組織の知らない
ところで軍事産業に販売されていた。現在これらの株問題を解消済みである。

組織組織組織組織のののの主張主張主張主張のののの矛盾点矛盾点矛盾点矛盾点：：：：

■組織は株主として16年前年前年前年前にＳＥＣに
(U.S. Securities and Exchange 

Commission)申請をしている。

■株主である組織が自分の会社から
事業内容に報告を受けていなかった
はずがない。

■間違って記載されている株主に
対して関連会社が利益供与をする
のだろうか？16年間にわたり株主だと

認識されていたはずである。

■このような問題がネットで流出流出流出流出したしたしたした
後後後後にににに組織は対策をとっている。
国連問題も同様である。もし事が表面
にでなければ組織はそのままにして
おくのだろうか？

http://www.geocities.com/wtgreed/article.htm
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隠蔽隠蔽隠蔽隠蔽されるされるされるされる幼児虐待問題幼児虐待問題幼児虐待問題幼児虐待問題 ①①①①

ものみのものみのものみのものみの塔塔塔塔ではではではではキリストキリストキリストキリスト教国教国教国教国にににに幼児虐待幼児虐待幼児虐待幼児虐待がががが蔓延蔓延蔓延蔓延しているとしているとしているとしていると糾弾糾弾糾弾糾弾しますがしますがしますがしますが、、、、ものみのものみのものみのものみの塔自身塔自身塔自身塔自身もももも糾弾糾弾糾弾糾弾できるできるできるできる立場立場立場立場にはいませんにはいませんにはいませんにはいません。。。。
特特特特ににににアメリカアメリカアメリカアメリカではではではでは日本日本日本日本よりよりよりより問題問題問題問題のののの規模規模規模規模がががが大大大大きくなっていますきくなっていますきくなっていますきくなっています。。。。軍隊軍隊軍隊軍隊、、、、僧職者僧職者僧職者僧職者のののの間間間間でもでもでもでも規律規律規律規律がががが厳厳厳厳しくてしくてしくてしくて禁欲的禁欲的禁欲的禁欲的なななな状況状況状況状況ではではではでは本来本来本来本来のののの
性欲性欲性欲性欲がががが抑圧抑圧抑圧抑圧されされされされ、、、、曲曲曲曲がったがったがったがった形形形形でででで弱弱弱弱いいいい子供子供子供子供にしわにしわにしわにしわ寄寄寄寄せがせがせがせが行行行行きますきますきますきます。。。。

■■■■アメリカアメリカアメリカアメリカではではではでは幼児虐待幼児虐待幼児虐待幼児虐待がががが会衆内会衆内会衆内会衆内でででで発覚発覚発覚発覚したしたしたした場合場合場合場合、、、、そのそのそのその州州州州のののの法律法律法律法律がががが警察警察警察警察へのへのへのへの通報通報通報通報をををを義務付義務付義務付義務付けているかけているかけているかけているか
　　　　調調調調べるべるべるべる。。。。法律上通報法律上通報法律上通報法律上通報しなくてもよいしなくてもよいしなくてもよいしなくてもよい事事事事がががが分分分分かったらかったらかったらかったら警察警察警察警察をををを通報通報通報通報しないしないしないしないのがのがのがのが組織組織組織組織のののの取決取決取決取決めであるめであるめであるめである。。。。
■■■■加害者加害者加害者加害者はははは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がにかけられるがにかけられるがにかけられるが、、、、そのそのそのその中中中中でのでのでのでの内密内密内密内密とされるためとされるためとされるためとされるため、、、、会衆会衆会衆会衆のののの子供子供子供子供のののの親親親親たちにたちにたちにたちに幼児幼児幼児幼児
　　　　虐待者虐待者虐待者虐待者がいるというがいるというがいるというがいるという警告警告警告警告はははは発発発発せられることはないせられることはないせられることはないせられることはない。。。。
■■■■組織組織組織組織のののの取決取決取決取決めではめではめではめでは「「「「二人二人二人二人のののの証人証人証人証人」」」」がいないとがいないとがいないとがいないと事件事件事件事件はははは立証立証立証立証されないされないされないされない。。。。証人証人証人証人のののの前前前前でででで幼児虐待幼児虐待幼児虐待幼児虐待をををを行行行行うううう
　　　　者者者者はははは通常通常通常通常いないのでいないのでいないのでいないので、、、、多多多多くのくのくのくの事件事件事件事件がががが闇闇闇闇にににに葬葬葬葬られるられるられるられる。。。。
■■■■組織上重要人物組織上重要人物組織上重要人物組織上重要人物（（（（主催主催主催主催などなどなどなど））））がががが事件事件事件事件をををを起起起起こしたこしたこしたこした場合場合場合場合はははは組織的組織的組織的組織的なもみなもみなもみなもみ消消消消ししししがががが頻繁的頻繁的頻繁的頻繁的にににに行行行行われるわれるわれるわれる。。。。
　　　　他他他他のののの会衆会衆会衆会衆へのへのへのへの任命任命任命任命などがそうであるなどがそうであるなどがそうであるなどがそうである。。。。

テレビテレビテレビテレビでででで放送放送放送放送されたされたされたされたブルックリンブルックリンブルックリンブルックリン本部内部本部内部本部内部本部内部からのからのからのからの告発報道番組告発報道番組告発報道番組告発報道番組：：：：
パターソンの奉仕・法律部門には「「「「特別特別特別特別なななな牧羊牧羊牧羊牧羊のののの取決取決取決取決めめめめ」」」」というなのファイルのもとに23,720人人人人のののの幼児性愛者幼児性愛者幼児性愛者幼児性愛者のリストが保管さ
れている。23,720人を北アメリカ大陸とヨーロッパの信者数で割ると200人に一人以上という高い比率になる。アメリカでは50州
のうち16州しか聖職者が幼児虐待を通報することを義務づけていない。被害者被害者被害者被害者がががが独断独断独断独断でででで警察警察警察警察にににに通報通報通報通報するとするとするとすると組織組織組織組織のののの取決取決取決取決めにめにめにめに反反反反
したとしてしたとしてしたとしてしたとして長老団長老団長老団長老団からからからから叱責叱責叱責叱責をををを受受受受けるけるけるける。。。。フィッツウォーター事件では17人に対する性的いたずらを行っていたが、会衆は
彼を警察に通報することはしなかった。90年代に本部で調査員を行っていたアンダーソン姉妹はいかに多くの事件が

隠蔽されているかを知りショックを受けた。後日彼女は内部告発内部告発内部告発内部告発したかどでしたかどでしたかどでしたかどで排斥排斥排斥排斥された。彼女の夫は妻に対する組織
の扱いについて質問状を送ったが排斥された。パンデロという幼児虐待者は2回排斥されすぐに復帰しているが、

自分でも生涯にわたりイタズラをしてきたことを認めている。組織は背教者には厳しいが幼児虐待には寛容である。

●●●●Dateline 5/28/2002 
英語英語英語英語　　　　　　　　　　　　 http://www.silentlambs.org/answers/23720.cfm

日本語日本語日本語日本語　　　　 http://buta.exjw2.org/nbc.htm

●●●●CBS番組番組番組番組のののの報道番組報道番組報道番組報道番組（（（（英語英語英語英語ビデオビデオビデオビデオ））））　　　　http://www.youtube.com/watch?v=XhJuUkFclpg

●●●●5ｃｈｃｈｃｈｃｈによるによるによるによる報道報道報道報道（（（（英語英語英語英語ビデオビデオビデオビデオ））））　　　　http://www.youtube.com/watch?v=c0bffqYBO2w
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写真上写真上写真上写真上：：：：アンバー・ロングさん（左）とハイディ・マイヤーさん（右）は共に同じ男性に性
的虐待を受けたことを通報していたことを何年もたってから知った。 　

写真下写真下写真下写真下：：：：ウィリアム・ボーエン氏は会衆内部での児童性的虐待を監視するグループを
始めた。彼は排斥された。

New York Times 8/11/2002 Sunday P20

隠蔽隠蔽隠蔽隠蔽されるされるされるされる幼児虐待問題幼児虐待問題幼児虐待問題幼児虐待問題②②②②

組織組織組織組織のののの幼児虐待隠蔽幼児虐待隠蔽幼児虐待隠蔽幼児虐待隠蔽をををを語語語語るるるる元信者元信者元信者元信者

ボーエン氏がブルックリンの宗派組織の本部に子供の虐待
を問い合わせた時、彼は驚嘆した。組織組織組織組織がががが何何何何もしないもしないもしないもしないことと、
秘密遵守の方針が情報を他の人々に伝えることを不可能に
していることに失望した彼は、２０００年の１２月に長老を辞
任した。その一年後、彼は組織内の児童性的虐待者を監視
するグループを開始した。 ……

先月の下旬、４４歳のボーエン氏は会衆から排斥された。鍵
のかかったドアの奥で、窓には外から見られないようにビニー
ル袋がテープで貼り付けられた中で、ケンタッキー州ドラフェ
ンビルの王国会館の三人の長老たちは、「分裂を引き起こし
ている」という罪で彼に有罪を言い渡した。

過去三ヶ月の間に、信者信者信者信者のののの児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待をををを組織組織組織組織がががが隠隠隠隠したことをしたことをしたことをしたことを
告発告発告発告発したことによりしたことによりしたことによりしたことにより、、、、他他他他のののの四人四人四人四人ののののエホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人がががが排斥排斥排斥排斥になっ
ている。……

排斥になったエホバの証人たちは、宗派の方針とその伝統
が、虐待を隠すことを勧めていると言う。全て男性からなる
会衆の長老たちが、秘密のうちに集まって各々のケースの
決定を下すのだが、批判者から見れば、このやり方は一般
信者たちが自分たちの中に虐待者がいることを知ることを阻
んでいると言う。虐待の告発が立証されるには、子供がその
事件に関する証人を連れてこなければならないことになって
おり、この条件条件条件条件をををを満満満満たすことははたすことははたすことははたすことはは普通普通普通普通はははは不可能不可能不可能不可能なのだ。

エホバの証人の性的虐待の規模については、議論が分か
れている。組織は最近、４４４４件件件件のののの訴訟訴訟訴訟訴訟でででで８８８８人人人人のののの被害者被害者被害者被害者からからからから告発告発告発告発
されておりされておりされておりされており、そのうちの一つは７月にミネソタ州で起こされて
いる。ボーエン氏によると、彼の支援団体、「サイレントラム
（沈黙の子羊）」では、組織組織組織組織がががが性的虐待事件性的虐待事件性的虐待事件性的虐待事件のののの不適切不適切不適切不適切なななな処理処理処理処理
をしたというをしたというをしたというをしたという報告報告報告報告はははは５０００５０００５０００５０００件以上件以上件以上件以上寄せられているという。
http://www.jwic.com/ny-times.htm 
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隠蔽隠蔽隠蔽隠蔽されるされるされるされる幼児虐待問題幼児虐待問題幼児虐待問題幼児虐待問題③③③③

■■■■トーマストーマストーマストーマス・・・・マックスウェルマックスウェルマックスウェルマックスウェル
イギリス、スコットランドのアロア会衆に所属し、エホバの証人として30年間活動してきた小児性愛者。60才。会衆内の12才の少女に対し1994年から96年にかけて

性的虐待を続けてきた。アロアの裁判所で最近有罪の判決を受けたが、その時点では彼は未だにアロア会衆からは排斥排斥排斥排斥されていなかったされていなかったされていなかったされていなかった。マックスウェルはスコッ
トランドの西にあるハリスハリスハリスハリス島島島島にににに移移移移りりりり住住住住みみみみ、、、、懲役懲役懲役懲役をををを免免免免れたためにれたためにれたためにれたためにイギリスイギリスイギリスイギリスのののの世論世論世論世論のののの批判批判批判批判のののの的的的的になり、今年8月にイギリスの主要報道機関（タイムズ、BBCなど）で大きく
取り上げられる事となった。BBCのインタビューを受けた会衆の長老ロバート・ミランは、「マックスウェルはいずれ審理委員会にかけられて排斥されるかもしれな
い」、と語った。（BBC News, August 14, 2000, The Times, August 15, 2000, 他）

■■■■ラリーラリーラリーラリー・・・・ベーカーベーカーベーカーベーカー
アメリカ、メイン州、ジェファーソン会衆に所属するエホバの証人。1989年から1992年にかけて同じ会衆に所属する当時12才のブライアン・リースに約30回にわたり
繰り返し性的虐待を与えたことにより、1993年に逮捕され、有罪が確定し、6ヶ月の懲役に服している。この事件が最近有名になり報道機関の注目を集めたのは、
現在23才になるブライアン・リースが、ものみの塔協会と、会衆の指導的立場にあった長老たちを相手取って、会衆内会衆内会衆内会衆内でのでのでのでの性的虐待性的虐待性的虐待性的虐待がががが行行行行われていたことをわれていたことをわれていたことをわれていたことを知知知知りながりながりながりなが
らららら、、、、それをそれをそれをそれを放置放置放置放置していたとしてしていたとしてしていたとしてしていたとして、、、、監督責任監督責任監督責任監督責任をををを問問問問うううう訴訟訴訟訴訟訴訟を起こしたことによる。その訴えによると、ベーカーはリースに性的行為を繰り返し始めた1989年以前にも、同じ

会衆の少年に性的いたずらをしていた前歴があるにもかかわらず、会衆とものみの塔協会はベーカーに対して個人的に注意を与えて長老の役を降ろすだけで、会
衆内のエホバの証人たちにその犯行を公表して排斥処分にすることを怠った。このために、会衆はベーカーが犯行を繰り返すことを防ぐ事ができず、その結果リー
スは繰り返して虐待を与えられ、精神疾患の治療を受けなければならなかった。リースの訴えによると、ベーカーはリースに性的な行為を繰り返している期間に長
老に復帰したという。最近、メイン州の州最高裁判所は、ものみの塔協会の信教の自由を盾にした弁護を認め、リースの訴えを却下する判決を下した。ものみのものみのものみのものみの塔塔塔塔
協会側協会側協会側協会側はははは、、、、会衆内会衆内会衆内会衆内でのでのでのでの懲罰処分懲罰処分懲罰処分懲罰処分はははは宗教活動宗教活動宗教活動宗教活動でありでありでありであり、、、、そのそのそのその秘密秘密秘密秘密をををを守守守守るるるる事事事事はははは信教信教信教信教のののの自由自由自由自由によってによってによってによって守守守守られるべきられるべきられるべきられるべきであるとして、ベーカーの犯行を公表して正式の排斥処
分を取る必要はないと主張した。リース側は、連邦最高裁に上訴する予定といわれている。（Portland Herald, May 12, 1998, October 20, 1999, 他）

■■■■ロバートロバートロバートロバート・・・・スータースータースータースーター
オーストラリア、シドニーの近くにあるバルゴウニーにあるコリマル会衆に所属するエホバの証人、1978年から80年にかけて5回にわたり、同じ会衆内の二人の児童
に対し性的行為を行った。今年になって犯行が明らかになり、スーターは犯行を認め、ウロンゴング市の地方裁判所で懲役5年の判決を受けている。地方裁判所ゴー

ルドリング裁判長はその判決の中で、会衆の長老たちが、スーターの犯行が会衆内で明らかになった後でも、そのことを警察に通報せず、逮捕が遅れた事を強く
非難している。スーターの犯行は1990年にすでに会衆の指導者に知られていたが、スーターはその後5年間もエホバの証人を続け、ついに1995年に排斥になった。

オーストラリアの警察は当時の会衆の指導的立場にあった長老たちを、報告を怠った罪で起訴する事を断念したが、ゴールドリング裁判長はその長老たちが起訴
される事を望むというコメントをつけている。(Illawarra Mercury, August 5, 2000) 

■■■■ウェイドウェイドウェイドウェイド・・・・ポイナーポイナーポイナーポイナー
アメリカ、ワシントン州、ウッドランドにあるウッドランド会衆に所属するエホバの証人。1991年以来同じ会衆内の9人の男児に対して性的行為を繰り返していた容疑
で1997年5月に逮捕され、犯行を自白した。ポイナーは長老の息子であり、被害者の母親は児童の報告でポイナーの犯行を知ったが、会衆内で長老が対処してい
ると信じて警察に報告しなかった。（Longview Daily News, June 13, 1997) 

証人証人証人証人とととと幼児虐待幼児虐待幼児虐待幼児虐待のののの事例事例事例事例　　　　http://www.jwic.com/molest.htm

ものみの塔協会は伝統的に、会衆内会衆内会衆内会衆内のののの不祥事不祥事不祥事不祥事はははは出来出来出来出来るだけるだけるだけるだけ公表公表公表公表することなくすることなくすることなくすることなく会衆内会衆内会衆内会衆内でででで隠密隠密隠密隠密にににに処分処分処分処分することをすることをすることをすることを勧勧勧勧めてきましためてきましためてきましためてきました。
その理由は「エホバの組織」の名前を汚す事になる、というものでした。従って多くの同じような事例は、日の目を見ずに一般
人に知られる事なく闇から闇へと葬り去られています。下に引用した事例はすべて、裁判沙汰裁判沙汰裁判沙汰裁判沙汰でででで世間世間世間世間のののの注目注目注目注目するするするする所所所所となり、
報道関係者の取材によって始めて公表されたものばかりです。世界各地で繰り広げられる同じようなパターンを見ると、
これらが氷山のほんの一角に過ぎないことがわかります。
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■Beth-Sarim

ネットにベツ・サリムの話が氾濫したため、「ふれ告げる」の本で始めてＪＷの前に登場した物件である。「「「「ふれふれふれふれ告告告告げるげるげるげる」」」」のののの76ページページページページで
はかなり話が端折られている。当時教会は1925年にアブラハムやモーセが復活してくると信じており「君たちの家」を建てていたが、

そこをラザフォード兄弟が療養のために利用していたとある。

■出版物には絶対に出てこないが、ラザフォード兄弟はアルコールアルコールアルコールアルコール中毒中毒中毒中毒を患っていた。それで30年代の禁酒法にも批判的な発言を日

頃から行っていた。ラザフォード兄弟が異常な量のアルコールを酒屋を運営していた証人の家族から購入していたことや、カナダの支
部の幹部の発言からも分かっている。
■当時本部の幹部であったマクミラン兄弟は「「「「アルコールアルコールアルコールアルコール問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えているえているえているえているラザフォードラザフォードラザフォードラザフォード兄弟兄弟兄弟兄弟をををを大衆大衆大衆大衆のののの目目目目からからからから隠隠隠隠すためにすためにすためにすためにベツベツベツベツ・・・・サリムサリムサリムサリムをををを
用意用意用意用意したしたしたした」」」」と漏らしていた。ラザフォード兄弟の死後副会長となった当時の法律部門の監督であったコヴィントン兄弟も同様の発言をし
ていた。
■さらに彼は平均の車より15倍以上高い高級高級高級高級ななななキャディラックキャディラックキャディラックキャディラックをををを2台台台台有していた。一台はコンバーチブルで本部に保管されていた。モー

セたちはそれらを使うと思っていたのであろうか？
■ラザフォード兄弟はハルマゲドンの前に戦争が来るのでサンディエゴにも空襲がくると思っており、近隣に追加購入した75エーカー
（約9万坪）の所有地、Beth-Shanに地下地下地下地下のののの核核核核シェルターシェルターシェルターシェルターをををを建設建設建設建設していた。Beth-Shanでは水や電気は全て自給できるようになっており、

大容量のガソリンタンクや食料倉庫もあった。これは後に協会から物件を購入した者が証言している。
http://www.geocities.com/http://www.geocities.com/http://www.geocities.com/http://www.geocities.com/paulblizardpaulblizardpaulblizardpaulblizard/deed.html/deed.html/deed.html/deed.html
http://tinyurl.com/yvvqethttp://tinyurl.com/yvvqethttp://tinyurl.com/yvvqethttp://tinyurl.com/yvvqet　　　　（（（（本本本本））））

ベツベツベツベツ・・・・サレムサレムサレムサレム

現在のベツサリム
大不況の時代にこのようなキャディラックを2台所有していた。
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組織組織組織組織のののの歴史歴史歴史歴史からのからのからのからの抜粋抜粋抜粋抜粋：：：：　　　　http://www.jwic.com/history2.htm#11
……癇癪持ちの性格で、時折は怒りを押さえきれずに暴力をふるうこともあったという。自分を批判されることを許すことができず、自分に反対するものは自動的に

悪魔のレッテルがはられた。品行方正をうたい文句にするエホバの証人の会長には似つかず品のない言動がよく見られた。主主主主のののの晩餐晩餐晩餐晩餐のののの記念式記念式記念式記念式のののの前前前前のののの晩晩晩晩、、、、二人二人二人二人のののの
長老長老長老長老をををを引引引引きききき連連連連れてれてれてれてヌードヌードヌードヌード・・・・ショーショーショーショーをををを見見見見にいったことではにいったことではにいったことではにいったことでは彼彼彼彼はははは公的公的公的公的にににに非難非難非難非難されることとなった。ラザフォードがアルコールアルコールアルコールアルコール中毒者中毒者中毒者中毒者であることはであることはであることはであることは全全全全てのてのてのての史料史料史料史料がががが一致一致一致一致してしてしてして認認認認めめめめ
るるるるところである。当時のベテル（ニューヨークの協会本部はこう呼ばれた）でラザフォードラザフォードラザフォードラザフォードのののの元元元元でででで働働働働いていたいていたいていたいていた人人人人のののの証言証言証言証言によると、ラザフォードは会長の職権を利用して
カナダの支部監督から酒をみつがせていたと言われている。 ……数年のうちに協会は、集団指導体制を指示したラッセルの遺書に反して、ラザフォードの絶対独裁
体制の元に全く異なった変革をとげていく。

１１１１１１１１））））ラザフォードラザフォードラザフォードラザフォードのののの私生活私生活私生活私生活……非常に興味深いラザフォードの個人問題に、その結婚生活があげられる。彼もまたラッセルと同様、早い時期にその妻マリーとの別

居生活に入り、それ以後生涯、正常な夫婦生活を体験することはなかった。このように第一代、第二代の創始期の会長が二人とも正常な家庭を維持することが出来
なかったことは、果たして偶然であろうか？……たとえ他のものみの塔の出版物がどのように夫婦関係を重視する記事を載せても、実際に個々のエホバの証人とそ

の指導者が夫婦生活をどう見ているかを観察するとき、それらは全くむなしいきれい事に過ぎなくなるのである。なお、彼には一人息子がいたが、この息子はエホバ
の証人の家庭には珍しく父親の率いる宗教には全く関心を示さず、結局エホバの証人にはならなかった。
……ものみの塔協会は常に必死でラザフォードのアルコール中毒を隠そうとしてきた。しかしこれには余りに多くの証言や事実が記録されており、もはや誰もこれを

否定する者はいなくなった。多くの当時のエホバの証人たちがラザフォードラザフォードラザフォードラザフォードがががが泥酔泥酔泥酔泥酔のためにのためにのためにのために講演講演講演講演ができなくなったのをができなくなったのをができなくなったのをができなくなったのを目撃目撃目撃目撃している。最も重要な記録は当時当時当時当時ののののカナダカナダカナダカナダ
のののの支部監督支部監督支部監督支部監督であったであったであったであったウォルターウォルターウォルターウォルター・・・・ソルターソルターソルターソルターがががが１９３７１９３７１９３７１９３７年年年年にににに発表発表発表発表したしたしたした公開質問状公開質問状公開質問状公開質問状であろうであろうであろうであろう。。。。このこのこのこの中中中中でででで彼彼彼彼はははは多数多数多数多数ののののビールビールビールビール、、、、ウィスキーウィスキーウィスキーウィスキー、、、、ブランデーブランデーブランデーブランデーをををを箱単位箱単位箱単位箱単位でででで協会協会協会協会のののの資金資金資金資金でででで
購入購入購入購入しししし、、、、カナダカナダカナダカナダからからからから密密密密かにかにかにかに会長個人会長個人会長個人会長個人のののの使用使用使用使用のためにのためにのためにのために送送送送っていたことをっていたことをっていたことをっていたことを明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした。ラザフォードは一般の信者が家から家への宣教活動に追われている間に、自分
自身は一切このような活動に加わる事無く（会長としての職務が多忙で家から家への宣教は出来ないというのが表向きの理由であったが）、ブルックリンの本部の
奥深くで、何人かの側近を除いて一切彼の近くに来させないようにした上で、これらのアルコール飲料を飲みまくっていたという。 ……ラザフォードの生活は当時の

大恐慌の嵐の中で、全く世の中の深刻な不況の影響を受けなかったかのように贅沢をきわめた。彼彼彼彼のののの主主主主なななな住居住居住居住居ははははニューヨークニューヨークニューヨークニューヨークののののアパートアパートアパートアパートであったが、これは当時の
財閥の幹部が住むのに相当する豪華なものであった。その他に彼は協会の資金で第二の住居をステイテンステイテンステイテンステイテン島島島島のののの協会協会協会協会ののののラジオラジオラジオラジオ放送局放送局放送局放送局のののの中中中中に、更に同同同同じくじくじくじくステイテンステイテンステイテンステイテン
島島島島のののの中中中中にににに別荘別荘別荘別荘を、またロンドンロンドンロンドンロンドンととととドイツドイツドイツドイツののののマグデブルグマグデブルグマグデブルグマグデブルグにもにもにもにも彼専用彼専用彼専用彼専用のののの住居住居住居住居をそれぞれ用意させていた。しかし何と言っても最大の住居は、協会協会協会協会のののの資金資金資金資金ででででカリフォルニカリフォルニカリフォルニカリフォルニ
アアアア州州州州サンディェーゴサンディェーゴサンディェーゴサンディェーゴにににに購入購入購入購入したしたしたしたベスベスベスベス・・・・サリムサリムサリムサリムというというというという名名名名のののの豪邸豪邸豪邸豪邸である。これは当初、１９２５年にアブラハム、イサク、ヤコブ等の聖人達が復活してくるという奇妙な予言
に基づいて、これらの聖人達を迎えいれて住まわせるために購入された。実際この別荘はラザフォードがこれらの聖人から信託を受けた形で名義登録された。この
別荘にはこれらの聖人聖人聖人聖人がががが使使使使うといううといううといううという目的目的目的目的でででで豪華豪華豪華豪華ななななキャデラックキャデラックキャデラックキャデラックのののの車車車車がががが二台二台二台二台がそなえつけられた。これらの聖人が予言に反して１９２５年に復活しなかった後は、この
別荘はもっぱらラザフォードの豪華な第二の住まいとなったのであった。 ……　　　　

■■■■Walt Salter兄弟兄弟兄弟兄弟からからからからRutherford兄弟兄弟兄弟兄弟へのへのへのへの公開質問状公開質問状公開質問状公開質問状のののの手紙手紙手紙手紙 http://www.docbob.org/index.php

2代目会長代目会長代目会長代目会長ととととアルコールアルコールアルコールアルコール

『『『『悪魔悪魔悪魔悪魔はははは全全全全てのてのてのての悪悪悪悪のののの根源根源根源根源となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、邪悪邪悪邪悪邪悪なななな性格性格性格性格をををを有有有有してますしてますしてますしてます。。。。ではではではでは禁酒法禁酒法禁酒法禁酒法のののの背後背後背後背後
ににににサタンサタンサタンサタンがいるというがいるというがいるというがいるという事実事実事実事実をどのようにをどのようにをどのようにをどのように説明説明説明説明すればいいのでしょうかすればいいのでしょうかすればいいのでしょうかすればいいのでしょうか。。。。パウロパウロパウロパウロもいってもいってもいってもいって
いるとおりいるとおりいるとおりいるとおり、、、、サタンサタンサタンサタンはははは光光光光のののの身使身使身使身使いにいにいにいに変容変容変容変容していますしていますしていますしています。』　。』　。』　。』　ものみのものみのものみのものみの塔塔塔塔1924年年年年11/1号号号号からのからのからのからの抜粋抜粋抜粋抜粋。。。。

ラザフォードラザフォードラザフォードラザフォード兄弟兄弟兄弟兄弟ははははアルコールアルコールアルコールアルコールをををを禁禁禁禁じていたじていたじていたじていた1920年代年代年代年代のののの禁酒法禁酒法禁酒法禁酒法をををを「「「「サタンサタンサタンサタンのののの企企企企てててて」」」」としとしとしとし

てててて公公公公にににに非難非難非難非難しましたしましたしましたしました。。。。上位上位上位上位のののの権威権威権威権威にににに対対対対するするするする敬意敬意敬意敬意はどこにあるのでしょうかはどこにあるのでしょうかはどこにあるのでしょうかはどこにあるのでしょうか？？？？
なぜそこまでなぜそこまでなぜそこまでなぜそこまで禁酒法禁酒法禁酒法禁酒法をををを目目目目のののの敵敵敵敵にしていたのでしょうかにしていたのでしょうかにしていたのでしょうかにしていたのでしょうか？？？？
塔塔塔塔11/1/1924のののの記事前文掲載記事前文掲載記事前文掲載記事前文掲載（（（（英語英語英語英語））））　　　　 http://www.freeminds.org/history/booze.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秘密結社秘密結社秘密結社秘密結社フリーメーソンフリーメーソンフリーメーソンフリーメーソンとととと
関係関係関係関係があるとがあるとがあるとがあると噂噂噂噂されるされるされるされる理由理由理由理由。。。。

■フリーメーソンは33階級（一番上が３３）あるといわれており、32階級に「「「「テンプテンプテンプテンプ

ルルルル騎士団騎士団騎士団騎士団」という組織が属するといわれている（映画ダ・ビィンチにもでてくる）。
雑誌のシンボルの一つが「騎士」なのに注目。　↓↓↓↓同じく雑誌の白黒シンボル。

■フリーメーソンのロッジ（グループ単位）にはミツバ
（ものみの塔）をシンボルとして利用しているものが
ある。■雑誌と同じシンボルのバッジ（メーソン）。 ↑↑↑↑

■↑↑↑↑フリーメーソンと関係があるといわれているリーフ。
■右上右上右上右上　Christian Scienceの本にも使われている。

　ものみの塔はモルモンとの兄弟宗教ともいわれてもいる。
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■NY大会大会大会大会ホールホールホールホール。以前はフリーメーソンが利用しているシンボル

があった。もともとは古代エジプトに起源をもつシンボルである。
■「世世世世々々々々にわたるにわたるにわたるにわたる神神神神のののの計画計画計画計画」初版1886年、右のは改訂版1916年。

チャールズ・ラッセル。表紙にエジプトエジプトエジプトエジプトののののシンボルシンボルシンボルシンボル。
ピラミッドピラミッドピラミッドピラミッドをををを用用用用いたいたいたいた予言解釈予言解釈予言解釈予言解釈のための年数計算を利用していた。

参考参考参考参考：　：　：　：　アメリカではラッセル兄弟の初期の教理を守っている宗教団体が存在

する（ http://www.bibletoday.com/）。彼らから見るとものみの塔はラザフ

ォード兄弟にのっとられて真の教理からはずれた背教者とみなしている。

ピラミッドのもとで ⇒
神秘主義者で
あったラッセル

ラッセルラッセルラッセルラッセル兄弟兄弟兄弟兄弟がががが現在現在現在現在のようなのようなのようなのような組織組織組織組織・・・・教理教理教理教理をををを目指目指目指目指していたわけしていたわけしていたわけしていたわけ
ではないではないではないではない。。。。ものみのものみのものみのものみの塔塔塔塔がそうがそうがそうがそう主張主張主張主張しているだけであるしているだけであるしているだけであるしているだけである。。。。

http://www.stopover.org/lib/translation/governingbody.html

http://www.neirr.org/pyramidscheme.htm
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■ラッセルラッセルラッセルラッセル兄弟兄弟兄弟兄弟のののの墓墓墓墓。ペンシルバニア州にある。出版物は一切これらに
関して触れていない。右はＧｏｏｇｌｅＭａｐで検索したもの。実際にはフリー
メーソン施設の隣に建っている。
■墓の近くにはピラミッドがある。ものみの塔のロゴと「Watchtower  Of 

Bible And Tract Society」が彫られている。
■ピラミッドの上には「シオンの山」がある。ちなみに1896年まで法人名
は「Zion’s Watch Tower Society」であった。シオニストシオニストシオニストシオニストの目的は人間の

力で神の王国（ユダヤ人の国）を回復させることで、ラッセルもイスラエル
を創ろうとしていたロスチャイルドと連絡をとりあっていた記録がある。
■初期の組織の資金源はフリーメーソンであった可能性が高い。
　1919年当時は秘密結社との関係があった可能性が高い。

http://tinyurl.com/yz67e6

http://www.freeminds.org/history/cemetary.htm

http://www.witness.talktalk.net/watchman_007.htm

シオニストの山のシンボルの下には十字架。下の標識にはWatchtowerとある。↑↑↑↑

↑↑↑↑大大大大きなきなきなきなフリーメーソンフリーメーソンフリーメーソンフリーメーソン施設施設施設施設がががが上方上方上方上方にあるにあるにあるにある。。。。

後方後方後方後方にあるのはにあるのはにあるのはにあるのはフリーメーソンフリーメーソンフリーメーソンフリーメーソンのののの建物建物建物建物

226 Cemetery Ln, Pittsburgh, PA 15237, USA　　　　

ををををGoogle Mapでででで検索検索検索検索してみようしてみようしてみようしてみよう。。。。
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フリーメーソンフリーメーソンフリーメーソンフリーメーソンにににに関関関関してしてしてして：：：：
■この資料にある写真をもとにアメリカでは、ものみの塔がフリーメーソンのような秘密結社からきているのかどうかという議論が過去からされてきました。
実際ラッセル兄弟の当初の活動資金量（船で世界一周して活動するなど）から見ても父親の服の事業を売り払っただけでは調達できないといわれてきまし
た。またものみの塔「法人」の実際の株主は現在にいたるまで不明で資金の状態も明らかにはされていません。
■もともとものみの塔は「シオンの…」という名前がついていたためラッセル兄弟がシオニストであったのは事実です。彼らは文字通りユダヤの国が人の手

で地上に回復する運動を支持していました。その見返りにフリーメーソンから資金を提供されたと考えられます。中にはフリーメーソンが人類を支配するた
めの一貫としてものみの塔のようなカルトをつくりだしたという著名人もいますが、真相はそうではありません。ある時期に秘密結社が利用価値があったの
でものみの塔を利用していた時期がありましたが、利用価値がなくなったので一昔前からは関係なくなったというのが答えです。しかし秘密結社との関係
があったのは事実です。
■ラッセル兄弟は現在のものみの塔のような組織を意図していたわけではありません。本人はもっとルーズに組織と教理を捉えていました。またピラミッド
などの神秘的な要素にも強い関心をもっていました。現在の組織の形態（組織力と教理）を確立したのはラザフォード兄弟になります。したがってラッセル
兄弟が本当に楽園で復活してきたとしたらエホバの証人を自分の宗教だとは思わないでしょう。

寄付寄付寄付寄付ととととコストコストコストコスト：：：：
■株式会社として年に一度義務付けられている総会を開く時に、組織はべテル奉仕者や長年の奉仕者を招いているため、株主を出席名簿からは特定で
きないようになっています。また年鑑ではいくら「使った」かという額は記載されていますが、いくら「入った」かという情報には全く触れていません。
■93年の３月に組織はアメリカにおいて出版物を販売制から寄付制度に切り替えました。それは同年の2月からアメリカ政府（厳密にいうとカリフォルニア
州）が宗教法人の出版売上に対しても税金をとる制度を実施したからです。エホバのご意志とは全く関係ありません。
■寄付制にしたことにより、家の人からお金を回収する必要がなくなり雑誌の配布は楽になった反面、コストの回収が難しくなりました。同時に1世がリタイ
ア層に入るのと同じくキャリア重視しない2世を増やしたため寄付金を確保するのは難しくなっています。
■目ざめよ！を月2冊から1冊に切り替えましたが、エホバからのご意思であれば雑誌は減らないはずです。むしろ増えればエホバからの祝福だと主張す
るはずです。それとも今までの方がエホバから見て余分な一冊だったのでしょうか？
■大会の時、巡回監督にとって一番重要なのは出席人数より寄付額です。これは会衆単位で見ても同じです。

教団教団教団教団ののののトップトップトップトップはははは信者信者信者信者をだましているのかをだましているのかをだましているのかをだましているのか：：：：
■ものみの塔の教団は信者をだましているわけではないと考えられます。むしろトップの統治体も「信者のためである」と信じ込んでいると思われます。
■そもそも統治体が信者をだますメリットは最初からないと思われます。（個人に経済的なメリットや際立った名声があるわけではないので）
■むしろ高い理想を掲げるがゆえに、様々なヒビに応急処置をしたため本音と建前のギャップが広がってきてしまったということです。
■『『『『善善善善をををを追追追追いいいい求求求求めればめればめればめれば悪悪悪悪がががが圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的なななな力力力力をもってをもってをもってをもって追追追追いかけてくるいかけてくるいかけてくるいかけてくる』』』』というのが霊的な原則です。比ゆ的な意味ですが悪（ネガティブ）を否定（抵抗）するとそこ
にエネルギーが生まれます。「強い信念は実現性持つ」という原則にそって悪を否定すると悪が実体を伴ってきます。
■統治体を動かしているものは『『『『組織組織組織組織のののの存続性存続性存続性存続性』』』』という自然の原理です。全ての組織（生物であれ）は自己生存と自己増殖という特徴を有します。組織は
本来一つの目的のために人を集めますが、目的が達成されたからといって組織を解体することはできなくなります。例えば松下電器は戦後の日本にテレ
ビ・冷蔵庫・洗濯機を安く広めるという創立理念を持っていました。今日本人はそれら全てを持っていますが、１０万人以上の社員を抱える松下電器という
組織を解体しようと言い出す経営陣はいないと思います。
■とはいえこれらのスキャンダル資料を調べると、統治体は様々な問題を知っていながら故意に信者から覆い隠しているとかいえません。
■しかし一番悲しいのは「絶対的な悪・罰がないと善い事をできない」と考え人間の性（さが）です。「サタンとハルマゲドンがないならばなぜ伝道する必要
があるのか」という信者が多いのは悲しい事です。また常に世の終わりを切望し救済を求めるネガティブな実利主義の集団がいるという事です。
■従って究極的な意味で「組織にだまされている信者」がいるのではなく、単にそういった人たちの『『『『需要需要需要需要にににに対対対対するするするする供給供給供給供給』』』』として教団の存在があり、魂の合

意による取引をしているといえます。常常常常にににに信仰信仰信仰信仰のののの選択肢選択肢選択肢選択肢はあなたにあることをはあなたにあることをはあなたにあることをはあなたにあることを忘忘忘忘れてはいけませんれてはいけませんれてはいけませんれてはいけません。。。。 　　　　　　

解説解説解説解説
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神神神神がががが正正正正されるのをされるのをされるのをされるのを待待待待つつつつ？？？？？？？？

■■■■組織組織組織組織はははは背教的背教的背教的背教的なななな資料資料資料資料をををを見見見見てはならないといっているのではてはならないといっているのではてはならないといっているのではてはならないといっているのでは？？？？
　　　　⇒⇒⇒⇒それはそれはそれはそれは組織組織組織組織にとってにとってにとってにとって不都合不都合不都合不都合なななな事実事実事実事実であるからですであるからですであるからですであるからです。。。。ただのただのただのただの噂噂噂噂ならならならなら噂話噂話噂話噂話レベルレベルレベルレベルですみますですみますですみますですみます。。。。

■■■■なんであれなんであれなんであれなんであれ組織組織組織組織にににに対対対対してしてしてして背教的背教的背教的背教的なななな資料資料資料資料はははは見見見見るべきではないのではるべきではないのではるべきではないのではるべきではないのでは？？？？
　　　　⇒⇒⇒⇒エホバエホバエホバエホバとととと真実真実真実真実をををを愛愛愛愛するするするする者者者者はそれらにはそれらにはそれらにはそれらに反反反反するするするする事実事実事実事実をををを確確確確かめるかめるかめるかめる義務義務義務義務をををを負負負負っているのではないでしょうかっているのではないでしょうかっているのではないでしょうかっているのではないでしょうか？？？？

■■■■これらのこれらのこれらのこれらの資料資料資料資料ははははネットネットネットネットでででで出回出回出回出回っているものだからっているものだからっているものだからっているものだから信用信用信用信用できないのではないかできないのではないかできないのではないかできないのではないか？？？？
　　　　⇒⇒⇒⇒ではではではでは現役現役現役現役のののの証人証人証人証人がががが調調調調べたものであればべたものであればべたものであればべたものであれば信用信用信用信用しますかしますかしますかしますか？？？？このこのこのこの資料資料資料資料はそうですはそうですはそうですはそうです。。。。誰誰誰誰のののの資料資料資料資料ならならならなら見見見見ますかますかますかますか？？？？

■■■■本部本部本部本部にににに直接問直接問直接問直接問いいいい合合合合わせてみてはどうかわせてみてはどうかわせてみてはどうかわせてみてはどうか？？？？
　　　　⇒⇒⇒⇒実際実際実際実際にこれらのにこれらのにこれらのにこれらの事柄事柄事柄事柄をををを偶然見偶然見偶然見偶然見つけてつけてつけてつけて本部本部本部本部にににに問問問問いいいい合合合合わせたわせたわせたわせた人人人人たちはたちはたちはたちは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てにかけられてにかけられてにかけられて排斥排斥排斥排斥されされされされ
　　　　　　　　るるるる可能性可能性可能性可能性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。。。。審議委員会審議委員会審議委員会審議委員会ではではではでは発見発見発見発見されたされたされたされた事実事実事実事実がががが本当本当本当本当かかかかウソウソウソウソかということよりもかということよりもかということよりもかということよりも、「、「、「、「それでもそれでもそれでもそれでも
　　　　　　　　組織組織組織組織をををを受受受受けけけけ入入入入れるかれるかれるかれるか受受受受けけけけ入入入入れないかれないかれないかれないか」」」」がががが問問問問われるだけですわれるだけですわれるだけですわれるだけです。。。。事実事実事実事実のののの検証検証検証検証・・・・回答回答回答回答はありませんはありませんはありませんはありません。。。。

■■■■背教者背教者背教者背教者たちがたちがたちがたちが組織組織組織組織をををを中傷中傷中傷中傷するためにでっちするためにでっちするためにでっちするためにでっち上上上上げたのではないかげたのではないかげたのではないかげたのではないか？？？？
　　　　⇒⇒⇒⇒背教者背教者背教者背教者がががが政府政府政府政府のののの資料資料資料資料、、、、会計会計会計会計のののの資料資料資料資料、、、、本部本部本部本部からのからのからのからのレターヘッドレターヘッドレターヘッドレターヘッドをををを画像処理画像処理画像処理画像処理でででで細工細工細工細工したのでしょうかしたのでしょうかしたのでしょうかしたのでしょうか？？？？
　　　　　　　　もしもしもしもし彼彼彼彼らがらがらがらがウソウソウソウソをいっているのであればをいっているのであればをいっているのであればをいっているのであれば、、、、あなたあなたあなたあなた自身自身自身自身がががが組織組織組織組織にににに真偽真偽真偽真偽をををを確確確確かめてはいかがでしょうかかめてはいかがでしょうかかめてはいかがでしょうかかめてはいかがでしょうか？？？？

■■■■神神神神のののの組織組織組織組織はははは正直正直正直正直なのでなのでなのでなので、、、、常常常常にににに必要必要必要必要なななな真実真実真実真実をををを信者信者信者信者にににに教教教教えてくれるはずであるえてくれるはずであるえてくれるはずであるえてくれるはずである。。。。
　　　　⇒⇒⇒⇒ではこれらではこれらではこれらではこれら過去過去過去過去のののの事実事実事実事実をあなたはをあなたはをあなたはをあなたは知知知知らされてきましたからされてきましたからされてきましたからされてきましたか？？？？それともそれともそれともそれとも必要必要必要必要のないのないのないのない些細些細些細些細なななな事実事実事実事実ですかですかですかですか？？？？

■■■■背教者背教者背教者背教者はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの資料資料資料資料をををを悪意悪意悪意悪意をををを持持持持ってってってって用意用意用意用意しているにしているにしているにしているに違違違違いないのではいないのではいないのではいないのでは？？？？
　　　　⇒⇒⇒⇒毒毒毒毒があるというがあるというがあるというがあるという事実事実事実事実はははは変変変変わりませんわりませんわりませんわりません。。。。誰誰誰誰がそのがそのがそのがその毒毒毒毒をつくったかというをつくったかというをつくったかというをつくったかという議論議論議論議論はははは無意味無意味無意味無意味ですですですです。。。。

■■■■組織組織組織組織もももも不完全不完全不完全不完全なのでなのでなのでなので、、、、いくらかのいくらかのいくらかのいくらかの不祥事不祥事不祥事不祥事やややや分分分分からないからないからないからない事事事事ぐらいはあってもぐらいはあってもぐらいはあってもぐらいはあっても仕方仕方仕方仕方がないのではがないのではがないのではがないのでは？？？？
　　　　⇒⇒⇒⇒水水水水のののの中中中中にあるにあるにあるにある一滴一滴一滴一滴のののの毒毒毒毒がががが全全全全てをてをてをてを汚汚汚汚しますしますしますします。。。。それでもそれでもそれでもそれでも組織組織組織組織のののの真理真理真理真理はははは潔白潔白潔白潔白でででで清清清清いものですかいものですかいものですかいものですか？？？？

■■■■これらのこれらのこれらのこれらの事実事実事実事実はいずれははいずれははいずれははいずれは神神神神がががが正正正正すのですのですのですので、、、、待待待待っていればいいのではないかっていればいいのではないかっていればいいのではないかっていればいいのではないか？？？？
　　　　⇒⇒⇒⇒そうであればそうであればそうであればそうであれば間違間違間違間違いのいのいのいの度合度合度合度合いにいにいにいに大差大差大差大差はあれはあれはあれはあれ、、、、他他他他のののの宗教宗教宗教宗教ももももいずれいずれいずれいずれ清清清清められるのではないでしょうかめられるのではないでしょうかめられるのではないでしょうかめられるのではないでしょうか？？？？

神神神神のののの目目目目からからからから見見見見てててて「「「「100円円円円とととと100万円万円万円万円のののの盗盗盗盗みみみみ」」」」のののの間間間間にににに違違違違いはありますかいはありますかいはありますかいはありますか？？？？
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付録付録付録付録：：：：消消消消えたえたえたえた102億円億円億円億円のののの謎謎謎謎①①①①

日本語日本語日本語日本語　　　　http://buta.exjw2.org/money/money.htm2004年年年年にににに海老名海老名海老名海老名のののの調整者調整者調整者調整者であったであったであったであった小田正太郎兄弟小田正太郎兄弟小田正太郎兄弟小田正太郎兄弟がががが事故死事故死事故死事故死しましたしましたしましたしました。。。。

そのそのそのその後後後後になぜかになぜかになぜかになぜか次次次次のののの調整者調整者調整者調整者にににに関関関関してはしてはしてはしては発表発表発表発表がなされませんでしたがなされませんでしたがなされませんでしたがなされませんでした。。。。
そこであるそこであるそこであるそこである人人人人がががが法人法人法人法人のののの登記簿謄本登記簿謄本登記簿謄本登記簿謄本のののの履歴事項全部証明書履歴事項全部証明書履歴事項全部証明書履歴事項全部証明書をををを入手入手入手入手しししし責任者責任者責任者責任者のののの名前名前名前名前をををを確確確確かめようとしましたかめようとしましたかめようとしましたかめようとしました。。。。

答答答答えはここでしたえはここでしたえはここでしたえはここでした。。。。

ところがところがところがところが全全全全くくくく別別別別のののの意外意外意外意外なななな事事事事がががが
浮浮浮浮かびかびかびかび上上上上がりますがりますがりますがります…

なんだなんだなんだなんだ！！！！これはこれはこれはこれは！？！？！？！？

「「「「基本財産基本財産基本財産基本財産」」」」がががが1995年以前年以前年以前年以前はははは
約約約約224億円以上億円以上億円以上億円以上あったのにあったのにあったのにあったのに
1995年年年年にはにはにはには約約約約122億円億円億円億円にににに減減減減っていますっていますっていますっています。。。。

102億円億円億円億円がががが消消消消えていますえていますえていますえています！！！！！！！！！！！！
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付録付録付録付録：：：：消消消消えたえたえたえた102億円億円億円億円のののの謎謎謎謎②②②②

宗教法人法宗教法人法宗教法人法宗教法人法,,,,第第第第23232323条条条条　　　　((((財産処分等財産処分等財産処分等財産処分等のののの公告公告公告公告))))
宗教法人宗教法人宗教法人宗教法人（（（（宗教団体宗教団体宗教団体宗教団体をををを包括包括包括包括するするするする宗教法人宗教法人宗教法人宗教法人をををを除除除除くくくく。）。）。）。）はははは、、、、[[[[下下下下]]]]にににに掲掲掲掲げるげるげるげる行為行為行為行為をしようをしようをしようをしよう
とするときはとするときはとするときはとするときは、、、、規則規則規則規則でででで定定定定めるところめるところめるところめるところ（（（（規則規則規則規則にににに別段別段別段別段のののの定定定定がないときはがないときはがないときはがないときは、、、、第第第第19191919条条条条のののの規定規定規定規定））））
によるによるによるによる外外外外、、、、その行為の少くとも１月前に、信者その他の利害関係人に対し、その
行為の要旨を示してその旨を公告公告公告公告しなければならない。

但し、第３号から第５号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、
又は軽微のものである場合及び第５号に掲げる行為が一時の期間に係るもの
である場合は、この限りでない。

1．不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
2．借入（当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
3．主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
4．境内地の著しい模様替をすること。
5．主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の
　 第２条に規定する目的以外の目的のために供すること。

あなたはあなたはあなたはあなたは102億円億円億円億円のののの利用方法利用方法利用方法利用方法

にににに関関関関してしてしてして会衆会衆会衆会衆のののの発表発表発表発表でででで知知知知らさらさらさらさ
れましたかれましたかれましたかれましたか？？？？

これらのこれらのこれらのこれらの資金資金資金資金ははははアメリカアメリカアメリカアメリカ本部本部本部本部へへへへ
送送送送られたのでしょうかられたのでしょうかられたのでしょうかられたのでしょうか？？？？

それともそれともそれともそれとも株株株株でででで消消消消えたのでしょうかえたのでしょうかえたのでしょうかえたのでしょうか？？？？

1995年年年年はははは株株株株がががが暴落暴落暴落暴落したしたしたした年年年年ですですですです。。。。

誰誰誰誰かがかがかがかが寄付金寄付金寄付金寄付金でででで株株株株をををを運用運用運用運用していたのでそうかしていたのでそうかしていたのでそうかしていたのでそうか？？？？
2002年年年年のののの本間兄弟排斥事件本間兄弟排斥事件本間兄弟排斥事件本間兄弟排斥事件とととと関係関係関係関係あるのでしょうかあるのでしょうかあるのでしょうかあるのでしょうか？？？？（（（（事実事実事実事実はははは分分分分かりませんかかりませんかかりませんかかりませんか…））））

http://www.jwic.com/n072602.htm　　　　　　　　
一一一一つのつのつのつの説説説説によるとによるとによるとによると、、、、本間氏本間氏本間氏本間氏はははは、、、、大変事業大変事業大変事業大変事業にににに熱心熱心熱心熱心でありでありでありであり、、、、日本支部日本支部日本支部日本支部のののの資金資金資金資金をををを投資投資投資投資にににに回回回回してしてしてして運用運用運用運用していたそうですしていたそうですしていたそうですしていたそうです。。。。
そのそのそのその説説説説によるとによるとによるとによると本間氏本間氏本間氏本間氏はははは野村證券野村證券野村證券野村證券とととと密接密接密接密接なななな関係関係関係関係にありにありにありにあり、、、、一時一時一時一時はははは寄付寄付寄付寄付でででで集集集集まったまったまったまった協会協会協会協会のののの大量大量大量大量のののの資金資金資金資金をををを株式投資株式投資株式投資株式投資にににに回回回回してしてしてして利益利益利益利益をををを
あげていたそうですがあげていたそうですがあげていたそうですがあげていたそうですが、、、、株価株価株価株価のののの暴落暴落暴落暴落とととと共共共共にににに協会協会協会協会のののの日本支部日本支部日本支部日本支部にににに対対対対してしてしてして多額多額多額多額のののの損失損失損失損失をもたらしたとをもたらしたとをもたらしたとをもたらしたと言言言言うことですうことですうことですうことです。。。。
そのそのそのその責任責任責任責任をとらされてをとらされてをとらされてをとらされて排斥排斥排斥排斥されたというされたというされたというされたという説説説説がありますがありますがありますがあります。。。。

もう一つの情報は、本間氏の問題は王国宣教日本版の2000年7月号の次の記事に述べられているというものです。次にその記事を引用します。

1　兄弟たちと接する際、築き上げるのにふさわしいことを行いたいと思います。これには、兄弟たちの霊的な益を守るため気を配ることが関係しています。もしある製品やサービ
スの宣伝に関係した世俗の仕事に携わっているなら、兄弟たちのつまづきとなることは何一つ行わないように注意する必要があります。－－コリ二6:3、フィリ1:9,10

2　一部の兄弟たちは、さまざまな投機的事業に関係し、仲間のクリスチャンを対象に、顧客を集めようとしました。ある販売組織は、そこで働く人たちに、あらゆる人を顧客になる

可能性がある人とみなすように勧めますが、その中には自分と同じ宗教に属する人々も含まれます。兄弟たちの中には、ある事業に参加するよう勧める目的で、証人たちの大き
な集いを組織した人もいます。自分の投機的事業を促進するため、仲間の信者たちに頼まれてもいないのに、商品やパンフレット、インターネット上の情報やカセットテープを送っ
た人もいます。クリスチャンが神権的なつながりを用いたり、霊的兄弟たちを利用したりするのは、ふさわしいことでしょうか。いいえ、ふさわしくありません。

この説によりますと、本間氏はある事業を始めて他のエホバの証人を巻き込んだが、その後事業が失敗し仲間のエホバの証人に損失を与えたという理由だそう
です。いずれにしても、これらの説には詳細で具体的な情報は含まれておらず、現在の所、これらの説は単なる憶測に過ぎないことを強調しておきます。7/28/02

あくまでも
あくまでも
あくまでも
あくまでも仮説仮説仮説仮説ですですですです
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付録付録付録付録：：：：北海道北海道北海道北海道1978年事件年事件年事件年事件

■■■■金沢文庫金沢文庫金沢文庫金沢文庫　　　　事件薄事件薄事件薄事件薄■■■■
http://www.stopover.org/lib/Kanazawa/index.html

北海道北海道北海道北海道のののの広島会衆広島会衆広島会衆広島会衆でででで1978197819781978年年年年にににに起起起起きたきたきたきた集団排斥事件集団排斥事件集団排斥事件集団排斥事件のののの当事者当事者当事者当事者によるによるによるによる記録記録記録記録。。。。協会協会協会協会からのからのからのからの
一通一通一通一通のののの手紙手紙手紙手紙がががが事件事件事件事件のののの幕開幕開幕開幕開けとなるけとなるけとなるけとなる。。。。当時巡回監督当時巡回監督当時巡回監督当時巡回監督であったであったであったであった藤原武久兄弟藤原武久兄弟藤原武久兄弟藤原武久兄弟、、、、瀬野隆男瀬野隆男瀬野隆男瀬野隆男
兄弟兄弟兄弟兄弟、、、、及及及及びびびび笹山喜一兄弟笹山喜一兄弟笹山喜一兄弟笹山喜一兄弟のののの三名三名三名三名がががが援助援助援助援助とととと称称称称してしてしてして送送送送りりりり込込込込まれるがまれるがまれるがまれるが…。。。。ささいなささいなささいなささいな事件事件事件事件がいがいがいがい

かにかにかにかに集団排斥集団排斥集団排斥集団排斥につながりやすいかをにつながりやすいかをにつながりやすいかをにつながりやすいかを物語物語物語物語っているっているっているっている。。。。組織組織組織組織があなたをがあなたをがあなたをがあなたを除除除除くとくとくとくと決決決決めためためためた時時時時にあにあにあにあ
なたのなたのなたのなたの言言言言いいいい分分分分はははは組織組織組織組織にににに聞聞聞聞かれることはないかれることはないかれることはないかれることはない。。。。

長谷川兄弟の電話からもう一つ分かったことは、金沢兄弟が統治体に出した手紙が事件の原因になっているらしいということであった。これを裏付けるよ
うな幾つかの発言がある。1985年7月11日の木曜日、藤原兄弟は金沢兄弟と話し合った際、本部からの返事を見て、「これですか。これが問題だったん
ですね」と語ったという。さらに1987年3月赤平会衆の監督、石黒兄弟は押切姉妹への電話で次のように述べた。「金沢兄弟が本部に手紙を書いたのは
非常に悪いことである」。しかし、表向きはそうではない。組織の取り決めでは本部に手紙を書いても良いということになっている。たとえば、1980年の開
拓奉仕学校で巡回監督の葛西兄弟は、「本部に手紙を書いて質問することもできますよ」と述べ、返事をもらった人の経験まで紹介している。金沢兄弟
はそれに励まされ1982年12月、預言と教義に関する七つの質問を統治体宛に送った…

さて本部から返事をもらって半年位たったころ、金沢兄弟はある友人から次のように言われた。「べテルじゃ評判悪いよ。もうブラックリストにのってるんだ
よ。少し気をつけたら」。 さらに巡回監督をしている友人からは次のような忠告を受けた。「支部は頭越しにやられることを一番嫌う。本部へ手紙を書くの
は危ない。やめた方がいいよ。巡回監督はかなりの権限を持っているし、会衆の記録には残らない書類もある。良くないことを報告されたら、まずもう特
権はこないよ」 そう言われてみると、金沢兄弟もこういう秘密の手紙にはずいぶん嫌な思いをさせられたことがあった。ある時、支部から「緊急に移動す
るように」という通知を受け取り、非常に驚いた。半月ほど前の巡回監督との話し合いで、健康上の理由や会衆の状況から移動する必要はないというこ
とになっていたからである。
それでまず巡回監督に直接尋ねてみたところ、「協会には早急に移動させたい事情ができたのではないかと思います。兄弟の状況や希望は良く分かり
ましたので、協会にそのように伝えてあげましょう」という返事であった。そこで金沢兄弟も自分の事情を伝える手紙を支部に出すことにした。それに対す
る返事で事の成り行きがすべて判明した。協会の手紙には、「巡回監督は熱心に移動を勧め、緊急にそうする必要があることを知らせてきています」と記
されていた。つまりその巡回監督は金沢兄弟に話した事とはまったく異なる報告を支部に送っていたのである…


