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■■■■宗教論争宗教論争宗教論争宗教論争があるがあるがあるがある理由理由理由理由。。。。
■■■■聖書聖書聖書聖書のののの普遍原則普遍原則普遍原則普遍原則とととと特有教理特有教理特有教理特有教理をををを分分分分けるけるけるける。。。。
■■■■奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級がががが唯一唯一唯一唯一のののの経路経路経路経路であるであるであるである根拠根拠根拠根拠。。。。
■■■■天的級天的級天的級天的級とととと1935年年年年のののの関係関係関係関係。。。。

■■■■絶対的絶対的絶対的絶対的なななな教理教理教理教理とととと聖句聖句聖句聖句のののの選択選択選択選択。。。。
■■■■マインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールのののの特徴特徴特徴特徴。。。。

『『『『惑惑惑惑わされないようにわされないようにわされないようにわされないように気気気気をををを付付付付けなさいけなさいけなさいけなさい。。。。
多多多多くのくのくのくの者者者者がわたしのがわたしのがわたしのがわたしの名名名名によってやってによってやってによってやってによってやって来来来来てててて，，，，

「「「「わたしがそれだわたしがそれだわたしがそれだわたしがそれだ」」」」とかとかとかとか，「，「，「，「そのそのそのその時時時時がががが近近近近づいたづいたづいたづいた」」」」
とかとかとかとか言言言言うからですうからですうからですうからです。』。』。』。』　ルカ 21:8

－　－　－　－　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　－　－　－　－
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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。。。。

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。。。。
全全全全てはてはてはては神神神神のののの言葉言葉言葉言葉であるであるであるである聖書聖書聖書聖書をよりどころとしていますをよりどころとしていますをよりどころとしていますをよりどころとしています。。。。

④④④④解約解約解約解約JW 神神神神のののの経路経路経路経路とととと奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級
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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あなたはあなたはあなたはあなたは地球地球地球地球がががが平平平平たいというたいというたいというたいという本本本本をををを沢山読沢山読沢山読沢山読まされたらまされたらまされたらまされたら
地球地球地球地球がががが平平平平たいとたいとたいとたいと信信信信じますかじますかじますかじますか？？？？

ウソウソウソウソのののの情報情報情報情報をををを読読読読んでもそれがんでもそれがんでもそれがんでもそれが真理真理真理真理にににに反反反反するのであればするのであればするのであればするのであれば
惑惑惑惑わされたりすることはありませんわされたりすることはありませんわされたりすることはありませんわされたりすることはありません。。。。

もしもしもしもし一世一世一世一世であるならであるならであるならであるなら、、、、あなたはもともとあなたはもともとあなたはもともとあなたはもともと偽偽偽偽りのりのりのりの宗教宗教宗教宗教からのからのからのからの
教教教教えのえのえのえの中中中中にににに塩漬塩漬塩漬塩漬けにされていましたがけにされていましたがけにされていましたがけにされていましたが、、、、

惑惑惑惑わされずにわされずにわされずにわされずに真理真理真理真理をををを見分見分見分見分けてけてけてけて今今今今にににに至至至至りますりますりますります。。。。
それでもあなたはそれでもあなたはそれでもあなたはそれでもあなたは再再再再びびびび偽偽偽偽りのりのりのりの情報情報情報情報にににに惑惑惑惑わされるとわされるとわされるとわされると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？

あなたはあなたはあなたはあなたは地球地球地球地球がががが平平平平たいとたいとたいとたいと思思思思ってしまうってしまうってしまうってしまうタイプタイプタイプタイプですかですかですかですか？？？？
そのようなそのようなそのようなそのような確実性確実性確実性確実性のないのないのないのない真理真理真理真理になぜになぜになぜになぜ命命命命をををを張張張張れますかれますかれますかれますか？？？？

真理真理真理真理はははは覆覆覆覆されないされないされないされない
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この資料を検討する前にあなたの答えを用紙に書いてください。

①①①①もしもしもしもし組織組織組織組織のののの教教教教えとえとえとえと聖書聖書聖書聖書のののの教教教教えにえにえにえに違違違違いがあったらあなたはいがあったらあなたはいがあったらあなたはいがあったらあなたはどちらをどちらをどちらをどちらを選択選択選択選択しますかしますかしますかしますか？？？？

②②②②聖書聖書聖書聖書のいうのいうのいうのいう背教者背教者背教者背教者とはどのようなとはどのようなとはどのようなとはどのような人人人人のことをのことをのことをのことを指指指指しますかしますかしますかしますか？？？？

③③③③もしもしもしもし協会協会協会協会がががが「「「「1914年解釈年解釈年解釈年解釈」」」」はははは誤誤誤誤りであったとりであったとりであったとりであったと発表発表発表発表したらどうしたらどうしたらどうしたらどう考考考考えますかえますかえますかえますか？？？？
　　　　1914年年年年のののの根拠根拠根拠根拠はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか？？？？証拠証拠証拠証拠をををを提出提出提出提出できますかできますかできますかできますか？？？？

④④④④「「「「奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級」」」」がががが唯一唯一唯一唯一のののの神神神神のののの経路経路経路経路だというだというだというだという根拠根拠根拠根拠はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか？？？？
　　　　天的級天的級天的級天的級になれるになれるになれるになれる条件条件条件条件はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか？？？？客観的客観的客観的客観的にににに天的級天的級天的級天的級であることをであることをであることをであることを証明証明証明証明できますかできますかできますかできますか？？？？

⑤⑤⑤⑤天的級天的級天的級天的級をををを証明証明証明証明できないできないできないできない場合場合場合場合、、、、組織組織組織組織がががが唯一唯一唯一唯一つのつのつのつの真真真真のののの組織組織組織組織であるというであるというであるというであるという根拠根拠根拠根拠はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか？？？？

⑥⑥⑥⑥「「「「霊性霊性霊性霊性のののの基準基準基準基準」」」」をををを規定規定規定規定するのはするのはするのはするのは聖書聖書聖書聖書ですかですかですかですか？？？？組織組織組織組織ですかですかですかですか？？？？
　　　　聖書聖書聖書聖書とととと答答答答えたえたえたえた方方方方はははは個人個人個人個人のののの霊性霊性霊性霊性のののの基準基準基準基準はははは本人本人本人本人のののの解釈解釈解釈解釈にににに依存依存依存依存するというするというするというするという事事事事でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？
　　　　組織組織組織組織とととと答答答答えたえたえたえた方方方方はははは出版物出版物出版物出版物のののの助言助言助言助言をををを文字通文字通文字通文字通りりりり全全全全ててててあてはめていますかあてはめていますかあてはめていますかあてはめていますか？？？？

⑦⑦⑦⑦「「「「あなたあなたあなたあなたたはたはたはたは自分自分自分自分のののの理解理解理解理解にににに頼頼頼頼ってはならないってはならないってはならないってはならない」」」」というというというという聖句聖句聖句聖句がありますがありますがありますがあります。。。。
　　　　ではあなたはではあなたはではあなたはではあなたは誰誰誰誰のののの理解理解理解理解にににに頼頼頼頼ってってってって組織組織組織組織こそがこそがこそがこそが真真真真のののの組織組織組織組織であるというであるというであるというであるという結論結論結論結論にににに達達達達しましたかしましたかしましたかしましたか？？？？

自己吟味自己吟味自己吟味自己吟味テストテストテストテスト
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真理真理真理真理のののの土台土台土台土台

ものみの塔の真理とされる教義は強固な
土台の上に積み立てられていますか？

●●●●唯一唯一唯一唯一のののの真真真真のののの宗教団体宗教団体宗教団体宗教団体であるであるであるである。。。。
●●●●1919年年年年にににに他他他他のののの宗教宗教宗教宗教からからからから選別選別選別選別されたされたされたされた。。。。

●●●●他他他他のののの宗教宗教宗教宗教はははは滅滅滅滅ぼされるぼされるぼされるぼされる。。。。
●●●●地上地上地上地上へのへのへのへの復活復活復活復活ととととハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドン。。。。
●●●●霊的霊的霊的霊的イスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのみがのみがのみがのみが救救救救われるわれるわれるわれる。。。。
●●●●初穂初穂初穂初穂であるであるであるである小小小小さいさいさいさい群群群群れのみがれのみがれのみがれのみが天天天天にいくにいくにいくにいく。。。。
●●●●144,000人人人人がががが集集集集められためられためられためられた後後後後にににに地上級地上級地上級地上級がががが集集集集められるめられるめられるめられる。。。。

●●●●真理真理真理真理をををを持持持持っているのでっているのでっているのでっているので宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えるえるえるえる義務義務義務義務があるがあるがあるがある。。。。

①①①①思慮深思慮深思慮深思慮深いいいい奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級によるによるによるによる霊的食物霊的食物霊的食物霊的食物。。。。
②②②②1914年年年年のののの教義教義教義教義⇒⇒⇒⇒1919年年年年のののの選別選別選別選別。。。。

全全全全てのてのてのての教義教義教義教義はははは正正正正しいしいしいしい。。。。

この教義を受け入れられない者はサタンとバビロンに
惑わされており、この教義から離れる者は背教者である。
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①①①①宗教論争宗教論争宗教論争宗教論争とはとはとはとは一言一言一言一言でいうとでいうとでいうとでいうと、、、、『『『『神神神神のののの代理店契約代理店契約代理店契約代理店契約としてのとしてのとしてのとしての利権争利権争利権争利権争いいいい』』』』であるであるであるである。。。。
　　（例：　ものみの塔、カトリック、イスラム教等の組織は神と信者の仲介人仲介人仲介人仲介人である。）

　　　　　　　　■■■■神神神神はははは一一一一つのつのつのつの宗教宗教宗教宗教にしかにしかにしかにしか代表権代表権代表権代表権をををを与与与与えないえないえないえない。　。　。　。　⇒⇒⇒⇒独占契約独占契約独占契約独占契約

　　　　　　　　■■■■他他他他のののの代理店代理店代理店代理店（（（（宗派宗派宗派宗派））））はははは神神神神とのとのとのとの契約契約契約契約でないのででないのででないのででないので悪霊悪霊悪霊悪霊であるであるであるである。。。。

②②②②代理店主張代理店主張代理店主張代理店主張のののの根拠根拠根拠根拠はははは『『『『特定特定特定特定のののの聖典聖典聖典聖典にににに対対対対するするするする信仰信仰信仰信仰』』』』にににに基基基基づくづくづくづく。。。。
　　（例：　特定の宗教の正当性は聖書、トーラ、仏教典、モルモン経典などに基づく教義。）

③③③③宗派間宗派間宗派間宗派間のののの論争論争論争論争とはとはとはとは『『『『聖典聖典聖典聖典のののの解釈論解釈論解釈論解釈論のののの戦戦戦戦いいいい』』』』であるであるであるである。。。。
　　（例：　カトリック、プロテスタントより証人たちが聖書を正しく理解している。）

　　　　　　　　■■■■文字通文字通文字通文字通りかかれていないりかかれていないりかかれていないりかかれていない事事事事はははは全全全全てててて解釈解釈解釈解釈であるであるであるである。。。。
　　　「～のようである」「～という意味である」「～を表している」は全て事実ではなく解釈論である。
　　　同じ文章を読んで違った解釈の出る余地のあるものは事実とはいわない。

宗教論争宗教論争宗教論争宗教論争とはとはとはとは何何何何かかかか？？？？

あなたのあなたのあなたのあなたの宗教宗教宗教宗教のののの真理真理真理真理（（（（信条信条信条信条））））はははは不変不変不変不変ですかですかですかですか？？？？

検討検討検討検討するするするする際際際際のののの前提定義前提定義前提定義前提定義：：：：

Ａ）　Ａ）　Ａ）　Ａ）　真理真理真理真理はははは不変不変不変不変であるであるであるである。。。。

Ｂ）　Ｂ）　Ｂ）　Ｂ）　教理教理教理教理はははは理論的理論的理論的理論的にににに説明説明説明説明できるものであるできるものであるできるものであるできるものである。。。。（でなければ盲信である）

Ｃ）　Ｃ）　Ｃ）　Ｃ）　聖書聖書聖書聖書にににに文字通文字通文字通文字通りりりり書書書書かれていないかれていないかれていないかれていない事事事事はははは解釈解釈解釈解釈であるであるであるである。。。。

Ｄ）　Ｄ）　Ｄ）　Ｄ）　解釈解釈解釈解釈はははは常常常常にににに真理真理真理真理とはとはとはとは限限限限らないらないらないらない。。。。（不変でないから）
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他他他他のののの信条信条信条信条をををを持持持持つつつつ「「「「世世世世のののの人人人人々」々」々」々」をををを受受受受けいえるとけいえるとけいえるとけいえると主張主張主張主張するするするする証人証人証人証人たちだがたちだがたちだがたちだが、、、、同同同同じじじじ信条信条信条信条をををを捨捨捨捨てたてたてたてた人人人人だけはだけはだけはだけは許許許許せないせないせないせない。。。。人人人人をををを裁裁裁裁かかかか
ずずずず敵敵敵敵をもをもをもをも愛愛愛愛するようにするようにするようにするように教教教教えられているえられているえられているえられている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唯一憎唯一憎唯一憎唯一憎むむむむ存在存在存在存在。。。。それがそれがそれがそれが「「「「背教者背教者背教者背教者」。」。」。」。不道徳不道徳不道徳不道徳、、、、タバコタバコタバコタバコによるによるによるによる排斥排斥排斥排斥はははは
一時的一時的一時的一時的なななな弱弱弱弱さとみるさとみるさとみるさとみる。。。。信仰信仰信仰信仰がががが弱弱弱弱ってしまいってしまいってしまいってしまい「「「「信信信信じられなくなったじられなくなったじられなくなったじられなくなった」」」」仲間仲間仲間仲間もももも同情同情同情同情のののの目目目目でみるでみるでみるでみる。。。。しかししかししかししかし「「「「違違違違うことをうことをうことをうことを信信信信じることじることじることじること」」」」
だけはだけはだけはだけは許許許許せないせないせないせない。。。。なぜならそれはなぜならそれはなぜならそれはなぜならそれは背教背教背教背教だからであるだからであるだからであるだからである。。。。背教背教背教背教したしたしたした者者者者ははははサタンサタンサタンサタンのののの虜虜虜虜であるであるであるである。。。。だからだからだからだから最最最最もももも恐恐恐恐れれれれ侮蔑侮蔑侮蔑侮蔑するするするする。。。。

背教者背教者背教者背教者とはとはとはとは？？？？

クリスチャンは特有の教団の教義よりも
聖書を優先させるべきです。

■■■■「「「「聖書聖書聖書聖書」」」」のいうのいうのいうのいう背教者背教者背教者背教者のののの定義定義定義定義とはとはとはとは？？？？

　　　　背教者背教者背教者背教者とはとはとはとは…　　　　 ■■■■反反反反キリストキリストキリストキリスト　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　キリストキリストキリストキリストをををを認認認認めないめないめないめない人人人人。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■■■■聖書聖書聖書聖書のののの原則原則原則原則をををを捨捨捨捨てたてたてたてた人人人人。。。。

■■■■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いうがいうがいうがいう『『『『背教者背教者背教者背教者』』』』とはとはとはとは？？？？

　　　　聖書聖書聖書聖書のののの真理真理真理真理ととととキリストキリストキリストキリストのののの教教教教えをえをえをえを捨捨捨捨てたてたてたてた者者者者をををを指指指指すのではなくすのではなくすのではなくすのではなく、、、、
　　　　「「「「エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人のののの組織組織組織組織」」」」にににに対対対対してしてしてして不具合不具合不具合不具合なななな主張主張主張主張をするをするをするをする者者者者であるであるであるである。。。。

　証人のいう「背教者」と聖書のいう「背教者」とは全く別の意味になっています。
　　　　このこのこのこの資料資料資料資料はははは聖書聖書聖書聖書のののの原則原則原則原則ととととキリストキリストキリストキリストをををを否定否定否定否定するものではありませんするものではありませんするものではありませんするものではありません。。。。

組織組織組織組織へのへのへのへの忠誠忠誠忠誠忠誠ではなくではなくではなくではなくエホバエホバエホバエホバへのへのへのへの忠誠忠誠忠誠忠誠がががが重要重要重要重要なのではないでしょうかなのではないでしょうかなのではないでしょうかなのではないでしょうか？？？？
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組織組織組織組織のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ

信者信者信者信者 エホバエホバエホバエホバ

組織組織組織組織

聖書聖書聖書聖書

信者信者信者信者 エホバエホバエホバエホバ

聖書聖書聖書聖書

組織組織組織組織

「「「「信者信者信者信者」」」」とととと「「「「エホバエホバエホバエホバ」」」」のののの間間間間のののの経路経路経路経路をををを順番順番順番順番にににに線線線線でででで結結結結んでくださいんでくださいんでくださいんでください：：：：

信者信者信者信者 エホバエホバエホバエホバ

組織組織組織組織

聖書聖書聖書聖書

信者信者信者信者 エホバエホバエホバエホバ

組織組織組織組織

聖書聖書聖書聖書

××××

×××× ○○○○

組織組織組織組織というというというというフィルターフィルターフィルターフィルターをををを通通通通してでないとしてでないとしてでないとしてでないと、、、、聖書聖書聖書聖書をををを
読読読読んでもんでもんでもんでも意味意味意味意味がないのでしょうかがないのでしょうかがないのでしょうかがないのでしょうか？？？？（20世紀前の人も？）

参考資料

組織組織組織組織がががが神神神神のののの言葉言葉言葉言葉よりよりよりより上上上上のののの権威権威権威権威であるというであるというであるというであるという事事事事はははは
ありえるのでしょうかありえるのでしょうかありえるのでしょうかありえるのでしょうか？？？？

信者信者信者信者 エホバエホバエホバエホバ

組織組織組織組織××××

「「「「組織組織組織組織」」」」とととと「「「「聖書聖書聖書聖書」」」」がががが同等同等同等同等というというというという事事事事はありえませんはありえませんはありえませんはありえません。。。。
〔〔〔〔出版物出版物出版物出版物＝＝＝＝聖書聖書聖書聖書〕〕〕〕ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。

聖書聖書聖書聖書

組織組織組織組織はははは私私私私たちのたちのたちのたちの信仰信仰信仰信仰のののの管理人管理人管理人管理人ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。
法的法的法的法的なななな権利権利権利権利をををを擁護擁護擁護擁護してくれるしてくれるしてくれるしてくれる代表法人代表法人代表法人代表法人ですですですです。。。。
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■■■■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真真真真のののの宗教宗教宗教宗教であるであるであるである根拠根拠根拠根拠：：：：

①①①①　　　　仲間仲間仲間仲間のののの間間間間にににに愛愛愛愛があるからがあるからがあるからがあるから。。。。 ⇒⇒⇒⇒　　　　特徴特徴特徴特徴
②②②②　　　　世界中世界中世界中世界中でででで宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えているからえているからえているからえているから。　。　。　。　 ⇒⇒⇒⇒　　　　行動行動行動行動
③③③③　　　　聖書聖書聖書聖書をををを忠実忠実忠実忠実にににに理解理解理解理解しているからしているからしているからしているから。。。。 ⇒⇒⇒⇒　　　　教理教理教理教理

①①①①のののの 「「「「愛愛愛愛があるがあるがあるがある」」」」はははは主観的主観的主観的主観的見解見解見解見解ですですですです。。。。
　　　　　　　　他の宗教団体も「互いに愛がある」と主張しています。新興宗教、軍隊、ヤクザの間にも仲間の絆は強いです。

　　従って愛があるというのは主張している者による主観的な主張です。主観は各人各人各人各人のののの視点視点視点視点による「主観論」です。

　　したがって主観主観主観主観をををを巡巡巡巡ってのってのってのっての論争論争論争論争にはにはにはには答答答答えがでませんえがでませんえがでませんえがでません。個人の経験・体感にもとづいた信条だからです。
　　確かにイエスは「愛によって見分けられる」といいましたが、一般の未信者はJWをそうだとは見分けていません。

②②②②のののの「「「「宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えているえているえているえている」」」」はははは主観的主観的主観的主観的見解見解見解見解ですですですです。。。。
　　多分カトリックも世界中に教会を建てキリスト教を広めたと主張します。モルモンも同じくです。

　　今のエホバの証人たちがアフリカなどで首尾よく述べ伝えることができているのは、キリスト教世界による

　　土台がすでに築かれていたからです（組織も認めています）。しかし、「「「「ドアドアドアドアからからからからドアドアドアドアのののの伝道伝道伝道伝道」」」」とはとはとはとは方法論方法論方法論方法論でありでありでありであり、、、、
　　　　　　　　一番重要一番重要一番重要一番重要なのはなのはなのはなのは「「「「何何何何をををを宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えているかえているかえているかえているか」」」」ですですですです。。。。宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えているえているえているえている内容内容内容内容がががが間違間違間違間違いであればいであればいであればいであれば意味意味意味意味がないからですがないからですがないからですがないからです。。。。

③③③③のののの「「「「聖書聖書聖書聖書のののの理解理解理解理解」」」」はははは客観的客観的客観的客観的見解見解見解見解ですですですです。。。。
　　この３つ点の中で一番重要かつ鍵となるのは「聖書の理解・解釈」＝教理です。個人の視点による主観と違い、

　　理論的に他人に証明することが可能だからです。

　　全全全全てのてのてのての人人人人がががが客観的客観的客観的客観的にににに調調調調べてべてべてべて、、、、証明証明証明証明しししし、、、、合意合意合意合意できるのはできるのはできるのはできるのは客観的事実客観的事実客観的事実客観的事実であるであるであるである教理教理教理教理のみですのみですのみですのみです。。。。

真理真理真理真理のののの根拠根拠根拠根拠とはとはとはとは？？？？

たいていのたいていのたいていのたいてい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はこのようなはこのようなはこのようなはこのような答答答答えをいいますえをいいますえをいいますえをいいます：：：：
「組織は聖書そのものだから」「世界中で述べ伝えているから」「仲間の間に愛があるから」「世界中で一致しているから」「油注がれた奴
隷級だから」「創造者はいるから」「さわやかさをもたらすから」「偶像崇拝をしないから」

実実実実はこれらはどれもはこれらはどれもはこれらはどれもはこれらはどれも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唯一唯一唯一唯一のののの真真真真のののの宗教宗教宗教宗教をををを示示示示すすすす根拠根拠根拠根拠とはなりませんとはなりませんとはなりませんとはなりません。。。。まず話を整理しましょう…

証人証人証人証人のののの信条信条信条信条をををを理性理性理性理性によるによるによるによる理解理解理解理解からからからから説明説明説明説明できますかできますかできますかできますか？？？？

ＸＸＸＸ

ＸＸＸＸ

○○○○
ここがここがここがここが議論議論議論議論のののの対象対象対象対象
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原則原則原則原則とととと教理教理教理教理のののの違違違違いいいい

まずまずまずまず最初最初最初最初ににににエホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人のののの信条信条信条信条をををを整理整理整理整理してしてしてして分分分分けてけてけてけて考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。
聖書に対する理解（解釈）が正しいという主張ですが、実際には他のキリスト教団体や背教者といわれている人たちもエホバの証人と
変わらない信条を沢山もっています。実際ラッセル兄弟は多くを長老派（プロテスタント）から影響を受けました。

聖書聖書聖書聖書にあるにあるにあるにある普遍的普遍的普遍的普遍的なななな霊的原則霊的原則霊的原則霊的原則とととと、、、、組織組織組織組織をををを他他他他のののの団体団体団体団体からからからから分分分分けているけているけているけている組織特有組織特有組織特有組織特有のののの教理教理教理教理をををを分分分分けてけてけてけて
考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。

■■■■エホバエホバエホバエホバのののの証人特有証人特有証人特有証人特有のののの教理教理教理教理（（（（聖書聖書聖書聖書のののの解釈解釈解釈解釈））））とはとはとはとは？？？？

エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人をををを特有特有特有特有なものとしているのはなものとしているのはなものとしているのはなものとしているのは
このこのこのこの二二二二つのつのつのつの教理教理教理教理にににに集約集約集約集約されますされますされますされます。。。。 『『『『奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級』　『』　『』　『』　『1914年年年年』』』』

●創造主の存在。
●イエスは神の子。
●聖霊の存在。
●イエスの贖い。
●聖書は霊的書物。
●高い道徳基準。
●愛を人々にしめす。

聖書聖書聖書聖書のののの『『『『普遍普遍普遍普遍』』』』原則原則原則原則

●●●●忠実忠実忠実忠実でででで思慮深思慮深思慮深思慮深いいいい奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級によるによるによるによる経路経路経路経路。。。。
　　　　　　　　油油油油そそがれたそそがれたそそがれたそそがれた天的級天的級天的級天的級　　　　
●●●●1914年年年年　　　　⇒⇒⇒⇒1919年年年年ににににキリストキリストキリストキリストによるによるによるによる任命任命任命任命。。。。

出版物出版物出版物出版物のののの解釈解釈解釈解釈はははは全全全全てててて真理真理真理真理であるであるであるである。。。。

奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級　　　　=　　　　エホバエホバエホバエホバのののの経路経路経路経路

証人証人証人証人たちのたちのたちのたちの聖書聖書聖書聖書のののの解釈方法解釈方法解釈方法解釈方法はははは全全全全てててて真理真理真理真理であるであるであるである。。。。
証人たちは聖書を研究しているといいますが、
実際には出版物出版物出版物出版物のののの解釈論解釈論解釈論解釈論をををを通通通通じてじてじてじてのみしか聖書を
理解する事がゆるされていせん。

●神の名はエホバ。
●裁きの日。
●キリストの再臨.

●伝道活動。
●三位一体ではない。
●楽園への復活。
●クリスマスは異教徒。

原理主義者原理主義者原理主義者原理主義者
共通点共通点共通点共通点

出版物出版物出版物出版物のののの95％％％％はははは霊的霊的霊的霊的なななな普遍原則普遍原則普遍原則普遍原則をををを扱扱扱扱っているのでっているのでっているのでっているので真理真理真理真理をををを語語語語っていますっていますっていますっています。。。。したがってしたがってしたがってしたがって出版物全体出版物全体出版物全体出版物全体をををを否定否定否定否定するするするす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。。。。多多多多くのくのくのくの証人証人証人証人たちがいうたちがいうたちがいうたちがいう「「「「組織組織組織組織はははは感動感動感動感動するするするする真理真理真理真理をををを提供提供提供提供してくれているしてくれているしてくれているしてくれている」」」」といいますがといいますがといいますがといいますが、、、、多多多多くはくはくはくは単単単単なるなるなるなる
普遍原則普遍原則普遍原則普遍原則ですですですです。。。。問題問題問題問題はははは5％％％％のののの「「「「JW特有特有特有特有のののの真理真理真理真理」」」」ですですですです。。。。JW特有特有特有特有のののの真理真理真理真理とはとはとはとはJWのののの特有特有特有特有のののの教理教理教理教理をををを指指指指していますしていますしていますしています。。。。

普遍原則普遍原則普遍原則普遍原則とととと特有教理特有教理特有教理特有教理をををを
ごちゃごちゃごちゃごちゃ混混混混ぜにしてぜにしてぜにしてぜにして考考考考えていませんかえていませんかえていませんかえていませんか？？？？

エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人
『『『『特有特有特有特有』』』』真理真理真理真理

注：　部分的であれ実際これらの信条を
信じている原理主義的クリスチャンは
アメリカに多く存在します。ラッセル兄弟
の初期の教理につき従い、統治体を受
け入れない教団もあります。
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カトリック,
17.3%

アングリカン,
1.2%

イスラム教,
20.3%

ヒンズー教,
13.3%

儒教・道教,
6.3%

仏教, 5.9%

民族宗教, 4.0%

ユダヤ教, 0.2%

その他, 16.9%

プロテスタント,
5.8%

東方正教会,
3.4%

考察考察考察考察のののの焦点焦点焦点焦点

奴隷級

1914年

伝道

乾杯

輸血

地上の楽園

大群衆

杭
誕生日

ハルマゲドン

枝葉のところで
議論をしても
意味がない

■■■■議論議論議論議論のののの的的的的をををを絞絞絞絞るるるる。。。。
多くの人が誕生日、乾杯、伝道方法、輸血などの教理の矛盾に関
して議論をしますが、これらは神のご意志であるという前提なので
意味をなしません。私たちが考察するべきなのは神のご意志を伝
えていると主張する「「「「1914年年年年をををを根拠根拠根拠根拠としたとしたとしたとした奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級」」」」のののの正当性正当性正当性正当性に関し

てのみです。

重要重要重要重要なのはここなのはここなのはここなのはここ

キリストキリストキリストキリスト教比率教比率教比率教比率はははは世界人口世界人口世界人口世界人口のののの
33％％％％でででで21.3億人億人億人億人。。。。

世界世界世界世界のののの宗教構成宗教構成宗教構成宗教構成

自分自分自分自分たちだけがたちだけがたちだけがたちだけが優先的優先的優先的優先的にににに救救救救われるわれるわれるわれるという傲慢な教理です。しかし
啓示の預言どおりバビロンが滅ぼされる時、自分たちの宗教団体
はそこに含まれていないという保証はどこにあるのでしょうか？証
人たちは自分たちは全く独立した真の崇拝なので、他の全ての宗
教をバビロンと定義してその中に含まれることを認めません。しか
し実際にはプロテスタントプロテスタントプロテスタントプロテスタント原理主義者原理主義者原理主義者原理主義者として分類されます。

証人証人証人証人たちのたちのたちのたちの「「「「選民意識選民意識選民意識選民意識」」」」のののの強強強強いいいい信条信条信条信条：：：：
60億人以上人類億人以上人類億人以上人類億人以上人類のののの中中中中からからからから、、、、21億人以上億人以上億人以上億人以上ののののキリスキリスキリスキリス
トトトト教国教国教国教国のののの中中中中からからからから、、、、600万人万人万人万人のみのみのみのみがががが神神神神からのからのからのからの導導導導きをきをきをきを

受受受受けてけてけてけているいるいるいる。。。。そしてそしてそしてそして楽園楽園楽園楽園でででで優先的優先的優先的優先的にににに救救救救われるわれるわれるわれる権権権権
利利利利をををを有有有有しておりしておりしておりしており、、、、後後後後のののの人人人人々々々々はははは全全全全ててててサタンサタンサタンサタンにににに惑惑惑惑わさわさわさわさ
れておりれておりれておりれており滅滅滅滅ぼされてしまうぼされてしまうぼされてしまうぼされてしまう。。。。

統治体統治体統治体統治体がががが神神神神にににに任命任命任命任命されたされたされたされた奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級のののの根拠根拠根拠根拠はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか？？？？
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イエスイエスイエスイエス・・・・キリストキリストキリストキリスト

原始教会

カトリックカトリックカトリックカトリック教会教会教会教会
ローマ教会・西方協会

東方正教会東方正教会東方正教会東方正教会

英国協会

ピューリタン諸派

●長老派
●会衆派
●バプテスマ派
●クェーカー派
●メノナイト派

●ルター派
●カルヴァン派
●その他

●ギリシャ正教会
●ロシア正教会
●その他

●改革派教会
●長老派教会
●ユグノー派

１０５４年

１５３４年
１５１７年

プロテスタントプロテスタントプロテスタントプロテスタント教会教会教会教会

１５５９年～１６６２年

メソジスト協会

１７９５年

英国教会英国教会英国教会英国教会のののの迫害迫害迫害迫害をををを受受受受けてけてけてけて

アメリカアメリカアメリカアメリカへへへへ脱出脱出脱出脱出

ラッセル兄弟
↓

エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人

19世紀末

１６００年代

根元根元根元根元ははははプロテスタントプロテスタントプロテスタントプロテスタント

組織は「真の宗教」だといって他他他他のののの教会教会教会教会とはとはとはとは全全全全くくくく関係関係関係関係ないないないないという独立性を強調しますが、どの組織にも必ず歴史の流れがあります。
「ふれ告げる」の本にもラッセル兄弟が長老派のバーバーから1914年の予言解釈を教えてもらったことを書いています。アメリカは
WASP (White Anglo Saxon Protestant）といわれアングロ系のプロテスタントである白人により歴史が始まりました。英国教会により

迫害されたピューリタンは信仰の自由を得るためにメイフラワー号で出向しアメリカの東海岸のボストンに着きました。それでアメリ
カ東海岸は保守的なクリスチャンが多くいます。現代でも馬車にしか乗らないアーミッシュの村も（ハリソンフォードの映画「Witness」

の舞台）東海岸です。宗教心よりもお金を目当てだった人たちは後にゴールドラッシュの際にカルフォルニアに流れました。したがっ
て西海岸の方に自由奔放な人たちが多く、ヒッピーの発祥地ともなっています。ラッセル兄弟は宗教心の強い東海岸の人ですので
ものみの塔もペンシルバニア州ではじまりました。興味深いことにものみの塔と信仰形態の近いモルモンは同じ時期に始まった
「親戚である宗教」といわれていますが、モルモンは自分たちの地を求めてユタ州に集団移住しました。（参考：モルモン教徒によって始
まったNuSkinやHerberLifeのマルチ商法の本部がユタ州にあり、セールス方法がJWの伝道活動に近いのは偶然ではありません。）

１世紀ものみのものみのものみのものみの塔塔塔塔ははははプロテスタントプロテスタントプロテスタントプロテスタント
のののの原理主義者原理主義者原理主義者原理主義者のののの流流流流れをれをれをれを汲汲汲汲んんんん
でいるでいるでいるでいる。。。。

日本人日本人日本人日本人にににに馴染馴染馴染馴染みにくいみにくいみにくいみにくい理由理由理由理由：：：：
エルサレム（1世紀）⇒ローマ・バチ
カン⇒プロテスタント⇒アメリカ（19

世紀）という流れで真理は2000年

間の長い月をかけて西洋文化の中
でろ過されてきました。キリスト教と
は何の縁もなかった仏教背景の日
本人が数年間の研究だけではJW

クリスチャンとなりきれない理由は
ここにあります。それでクリスチャン
「らしく」あるために指針を求めるた
め、会衆にたくさんのルールを求め
ます。さらに霊的であるために開拓
奉仕や特権といった目目目目にににに見見見見えるえるえるえる保保保保
証証証証にににに頼頼頼頼るるるるようになります。

アメリカの原理主義者（Born Again 

Christian）にはJWと似た教理を持っ

たグループもたくさんあります。
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なぜなぜなぜなぜ統治体統治体統治体統治体がががが経路経路経路経路？？？？

まずまずまずまず最初最初最初最初にあなたにあなたにあなたにあなた自身自身自身自身がなぜがなぜがなぜがなぜ統治体統治体統治体統治体をををを信信信信じているのかをじているのかをじているのかをじているのかを再考慮再考慮再考慮再考慮するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。
多くのクリスチャンは聖書の「普遍原則」と「証人特有の教理」をまぜて丼勘定で「統治体は正しい」といっています。
これは研究の祭にこのような過程を通じて強化されます。例えば…

JW：：：：神は愛だと聖書は教えて

います。

研研研研：：：：たしかにそうだ。

A（（（（事実事実事実事実））））

JW：：：：組織の出版物もそのように

書いています。

研研研研：：：：たしかに間違いはない。

B（（（（事実事実事実事実））））

JW：：：：だから奴隷級は神の経路です。

研研研研：：：：たしかに出版物も正しいことを教

えているし。

C（（（（飛躍飛躍飛躍飛躍））））

JW：：：：従って奴隷級以外の食物は全

てサタンからのものです。

研研研研：：：：組織以外はサタンだったのか。

D（（（（推論推論推論推論））））

■■■■最初最初最初最初のののの根拠根拠根拠根拠がががが次次次次のののの憶測憶測憶測憶測をををを正当化正当化正当化正当化するするするする。。。。

A（（（（事実事実事実事実））））はははは正正正正しいしいしいしい。。。。 B（（（（事実事実事実事実））））もももも正正正正しいようだしいようだしいようだしいようだ。。。。

であればであればであればであればC（（（（飛躍飛躍飛躍飛躍））））はははは正正正正しいにしいにしいにしいに違違違違いないいないいないいない。。。。ということはということはということはということはD（（（（推論推論推論推論））））もももも正正正正しいにしいにしいにしいに決決決決まっているまっているまっているまっている。。。。

事実事実事実事実AととととBからからからから、『、『、『、『推論推論推論推論』』』』によりによりによりによりCととととDのののの結論結論結論結論はははは支支支支えられているえられているえられているえられている。。。。

イコールイコールイコールイコール

ここからここからここからここから推論推論推論推論（（（（論理論理論理論理のののの飛躍飛躍飛躍飛躍））））

最初最初最初最初のののの事実事実事実事実がががが正正正正しいのでしいのでしいのでしいので続続続続くくくく理論理論理論理論もももも正正正正しいはずだとしいはずだとしいはずだとしいはずだと思思思思いいいい信仰信仰信仰信仰をををを強化強化強化強化するがするがするがするが、、、、

事実事実事実事実がががが推論推論推論推論にににに移移移移りりりり変変変変わったわったわったわった事事事事にににに気気気気がつかないがつかないがつかないがつかない。。。。

『『『『一連一連一連一連のののの真実真実真実真実のののの後後後後にににに続続続続くくくく嘘嘘嘘嘘はははは見分見分見分見分けにくいけにくいけにくいけにくい』』』』

　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　■■■■『『『『統治体統治体統治体統治体＝＝＝＝１９１４１９１４１９１４１９１４年年年年』　』　』　』　このこのこのこの教理教理教理教理はははは表裏一体表裏一体表裏一体表裏一体ででででワンセットワンセットワンセットワンセットですですですです。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　１９１４１９１４１９１４１９１４年年年年のののの予言予言予言予言のののの解釈解釈解釈解釈がががが当当当当たっているからたっているからたっているからたっているから統治体統治体統治体統治体はははは「「「「奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級」」」」であるであるであるである。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　１９１４１９１４１９１４１９１４年年年年をををを起点起点起点起点としてとしてとしてとして１９１９１９１９１９１９１９１９年年年年にににに統治体統治体統治体統治体ははははエホバエホバエホバエホバによりによりによりにより選選選選ばれたばれたばれたばれた。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　従従従従ってってってって１９１４１９１４１９１４１９１４年年年年のののの解釈解釈解釈解釈がががが違違違違うのであればうのであればうのであればうのであれば統治体統治体統治体統治体のののの根拠根拠根拠根拠はなくなってしまうはなくなってしまうはなくなってしまうはなくなってしまう。。。。

　　　　　　　　　　　　■■■■１９１４１９１４１９１４１９１４年年年年にににに確信確信確信確信をををを持持持持っていないっていないっていないっていない信者信者信者信者はははは厳密厳密厳密厳密にはにはにはには背教者背教者背教者背教者ですですですです。。。。
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①①①①パラレルパラレルパラレルパラレル論法論法論法論法　　　　一一一一つのつのつのつの雛形雛形雛形雛形がががが自分自分自分自分たちにたちにたちにたちに適用適用適用適用されるとされるとされるとされると主張主張主張主張するするするする。。。。
　（　（　（　（A））））とととと（（（（B））））があるからといってがあるからといってがあるからといってがあるからといって双方双方双方双方にににに関係関係関係関係があるとはがあるとはがあるとはがあるとは限限限限らないらないらないらないのだがのだがのだがのだが、、、、組織組織組織組織はははは（（（（A）＝（）＝（）＝（）＝（B））））だとだとだとだと主張主張主張主張するするするする。。。。
　 例例例例：：：： （A：モーセには民がいた）＝（B：統治体にも会員組織がある）　⇒組織の必要性を強調
　　　 （A：イエスの例には意味がある）＝（B：イエスの例は自分たちにあてはまる）　⇒奴隷級の例ばかり強調
　　　 （A：一世紀には会衆があった）＝（B：現代の会衆はこの組織だけである）　⇒組織の根拠を主張

②②②②一部証明論法一部証明論法一部証明論法一部証明論法　　　　証明証明証明証明できるできるできるできる一部一部一部一部のみをのみをのみをのみを論証論証論証論証しししし、、、、全体全体全体全体がががが正正正正しいとしいとしいとしいと主張主張主張主張するするするする。。。。
　　　　証明可能証明可能証明可能証明可能なななな（（（（A））））だけをだけをだけをだけを論証論証論証論証しししし、（、（、（、（A）～（）～（）～（）～（Z））））もももも全全全全てててて事実事実事実事実であるはずだとであるはずだとであるはずだとであるはずだと主張主張主張主張するするするする。。。。
　　　　しかししかししかししかし実際実際実際実際にはにはにはには（（（（A））））がががが正正正正しいからといってしいからといってしいからといってしいからといって（（（（B）～（）～（）～（）～（Z））））がががが全全全全てててて正正正正しいというしいというしいというしいという保証保証保証保証はどこにもないはどこにもないはどこにもないはどこにもない。。。。
　例例例例：：：： （A：聖書には地球が丸いと書いてある）＝（A～Z：聖書に書いてある内容は全て事実である）　
　　　 （A：古代イスラエルは実在した）＝（ A～Z：聖書の歴史は全て正しいはずである）　　
　　　 （A：氷河期が過去にあった）＝（ A～Z：ノアの洪水も起こったはずなので、他の奇跡も同様であるはず）

③③③③選択理論選択理論選択理論選択理論　　　　矛盾矛盾矛盾矛盾するするするする点点点点はははは全全全全てててて無視無視無視無視しししし、、、、相対的相対的相対的相対的にににに選択選択選択選択したしたしたした事実事実事実事実をををを「「「「絶対絶対絶対絶対」」」」だとだとだとだと主張主張主張主張。。。。
　　　　相反相反相反相反するするするする聖句聖句聖句聖句をををを無視無視無視無視してしてしてして、、、、自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの教理教理教理教理はははは絶対的絶対的絶対的絶対的にににに正正正正しいとしいとしいとしいと主張主張主張主張するするするする。。。。
　例例例例：：：： （主張：パウロは背教者を憎めといった）≠（矛盾：イエスは敵をも愛せといった）

　　　　（主張：聖句は地上への復活だといっている）≠（矛盾：パウロは天での復活を語っている）
　　　　（主張：救われるのは少数の選民である）≠（矛盾：エホバは無条件の愛であられる）

④④④④過去過去過去過去のののの所有権所有権所有権所有権　　　　過去過去過去過去のののの歴史歴史歴史歴史はははは自分自分自分自分たちのものだとたちのものだとたちのものだとたちのものだと主張主張主張主張するするするする。。。。
　　　　過去過去過去過去にににに存在存在存在存在したしたしたした血統血統血統血統、、、、系列系列系列系列、、、、事実事実事実事実などをなどをなどをなどを全全全全てててて現在現在現在現在のののの自分自分自分自分たちとたちとたちとたちと繋繋繋繋げてしまうげてしまうげてしまうげてしまう。。。。過去過去過去過去にはにはにはには日本軍日本軍日本軍日本軍がががが天皇天皇天皇天皇のののの血統血統血統血統はははは
　　　　自分自分自分自分たちにたちにたちにたちに属属属属するとするとするとすると主張主張主張主張しししし国国国国をををを誘導誘導誘導誘導したしたしたした。。。。ナチスナチスナチスナチスはははは純粋純粋純粋純粋なななな民族民族民族民族のののの血統血統血統血統はははは自分自分自分自分たちだけにたちだけにたちだけにたちだけに属属属属するとするとするとすると主張主張主張主張。。。。
　例例例例：：：： ユダヤ人はバベルの塔以前のエノクやアダムもユダヤ人でありヘブライ語をしゃべっていたと主張。

　　　　（実際にはバベルの塔の前にアダムたちがヘブライ語をしゃべっていた証拠はない。）
　　　　キリスト教国はユダヤ人が得ていた「選民権」が自分たちに移管されたと主張。
　　　　証人たちは、一世紀のクリスチャン組織もモーセの組織も自分たちの系統に属すると主張。

組織組織組織組織のののの議論方法議論方法議論方法議論方法
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１９３５１９３５１９３５１９３５年問題年問題年問題年問題

教理教理教理教理：　：　：　：　統治体統治体統治体統治体はははは油注油注油注油注がれたがれたがれたがれた奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級からからからから選選選選ばれるばれるばれるばれる。。。。このこのこのこの小小小小さなさなさなさな群群群群はははは144,000人枠人枠人枠人枠ででででイエスイエスイエスイエスのののの贖贖贖贖いいいい以降以降以降以降ににににバプテスマバプテスマバプテスマバプテスマをををを
　　　　　　　　　　　　　　　　 受受受受けたけたけたけた人人人人にににに適用適用適用適用されるされるされるされる。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは人生人生人生人生においてにおいてにおいてにおいて忠節忠節忠節忠節をををを示示示示したのでしたのでしたのでしたので見使見使見使見使いよりいよりいよりいより高高高高められめられめられめられ天天天天へいくへいくへいくへいく希望希望希望希望をもっているをもっているをもっているをもっている。。。。

■■■■油注油注油注油注がれたがれたがれたがれた者者者者のののの収穫収穫収穫収穫はははは1935年年年年にににに締締締締めめめめ切切切切られたられたられたられた。　。　。　。　⇒⇒⇒⇒　　　　１１１１世紀世紀世紀世紀にににに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５５５５万人万人万人万人もいなかったもいなかったもいなかったもいなかった？？？？
　1925年の記念式の参加者は90,434人。当時は二つのクラスの区別がなかったため、参加者の大半がパンとぶどう酒を授かったと考えられます。
　14,4000人の総数から引くとイエスの時から20世紀にいたるまで約5万人分の枠しか残らなくなってしまいます。1世紀に「地の果てまで」宣べつたえ
　られたにもかかわらず5万人以下のクリスチャンしかいなかったのでしょうか？2000年の間、真のクリスチャンは5万人もいなかったのでしょうか？

■■■■1935年以降年以降年以降年以降のののの油注油注油注油注がれたがれたがれたがれた者者者者はははは脱落脱落脱落脱落したしたしたした前者前者前者前者のののの空席空席空席空席のののの補充補充補充補充。　。　。　。　⇒⇒⇒⇒　　　　エホバエホバエホバエホバはははは７７７７％％％％のののの人選人選人選人選ミスミスミスミスをををを行行行行うのかうのかうのかうのか？？？？
　現在組織には8000人以上の油そそがれた者たちがいますが、144,000人に対して7％にあたります。エホバがみ使いよりも高い位になる「忠実で
　思隷深い」者を選んだ時に7％の誤差があるのでしょうか？7％がサタンのように真理から離れるとはなんて忠実で思隷深くないのでしょう。

　万能のエホバの人選基準は怪しいといえないでしょうか。

■■■■統治体統治体統治体統治体はははは奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級によってによってによってによって構成構成構成構成されるされるされるされる。。。。奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級はははは個人個人個人個人のののの自覚自覚自覚自覚によってのみによってのみによってのみによってのみ聖霊聖霊聖霊聖霊によりによりによりにより油注油注油注油注がれたがれたがれたがれた事事事事をををを知知知知るるるる。。。。
　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　統治体統治体統治体統治体はははは新新新新しいしいしいしい成員成員成員成員をををを選定選定選定選定するするするする時時時時にどのようににどのようににどのようににどのように客観的客観的客観的客観的にそのにそのにそのにその人人人人がががが天的級天的級天的級天的級であることをであることをであることをであることを証明証明証明証明するのかするのかするのかするのか？？？？
　　　 　（過去において実際に統治体で「背教者」扱いされた兄弟もいるので、なおさら重要な点である。）

■■■■記念式記念式記念式記念式でででで15歳歳歳歳のののの兄弟兄弟兄弟兄弟がががが象徴物象徴物象徴物象徴物にににに預預預預かったらかったらかったらかったら不自然不自然不自然不自然であるであるであるである。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら天的級天的級天的級天的級はやがてみはやがてみはやがてみはやがてみ使使使使いよりいよりいよりいより高高高高いいいい位位位位につくのでにつくのでにつくのでにつくので、、、、
　　　　 エホバエホバエホバエホバはそのはそのはそのはその人人人人のののの長長長長いいいい忠実忠実忠実忠実なななな歩歩歩歩みをごみをごみをごみをご覧覧覧覧になってからになってからになってからになってから選選選選ばれるからであるばれるからであるばれるからであるばれるからである。。。。
　　　　 ⇒⇒⇒⇒　　　　一般一般一般一般のののの目安目安目安目安でででで何歳何歳何歳何歳ぐらいでぐらいでぐらいでぐらいで表象物表象物表象物表象物にににに預預預預かればかればかればかれば自然自然自然自然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？？？？60歳以上歳以上歳以上歳以上？？？？

■■■■1935年以前年以前年以前年以前にはにはにはには地上復活地上復活地上復活地上復活のののの教義教義教義教義はははは存在存在存在存在していないしていないしていないしていない。。。。バプテスマバプテスマバプテスマバプテスマをををを受受受受けたけたけたけた時点時点時点時点でででで自動的自動的自動的自動的にににに天的級天的級天的級天的級であったであったであったであった。。。。
　　　　 ⇒⇒⇒⇒　　　　だとしたらだとしたらだとしたらだとしたら1935年前年前年前年前はははは15歳歳歳歳でもでもでもでもバプテスマバプテスマバプテスマバプテスマをををを受受受受ければければければければ天的級天的級天的級天的級だったのだろうかだったのだろうかだったのだろうかだったのだろうか？？？？
　　　　 ⇒⇒⇒⇒　　　　しかししかししかししかし15歳歳歳歳というというというという短短短短いいいい人生人生人生人生ででででエホバエホバエホバエホバにににに忠実忠実忠実忠実さをさをさをさを証明証明証明証明できるのであろうかできるのであろうかできるのであろうかできるのであろうか？？？？それともそういうそれともそういうそれともそういうそれともそういう運命運命運命運命なのかなのかなのかなのか？？？？
　　　　 ⇒⇒⇒⇒　　　　そうでなければそうでなければそうでなければそうでなければ彼彼彼彼はははは15歳歳歳歳からからからから60歳歳歳歳までのまでのまでのまでの間間間間、、、、彼彼彼彼はははは何何何何のののの希望希望希望希望をををを持持持持っていたのであろうかっていたのであろうかっていたのであろうかっていたのであろうか？？？？

もしもしもしもし「「「「天的級天的級天的級天的級」」」」にににに根拠根拠根拠根拠がなければがなければがなければがなければ、、、、

奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級とそのとそのとそのとその統治体統治体統治体統治体のののの権威権威権威権威のののの根拠根拠根拠根拠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？？？？

地上級 天的級 地上級地上級地上級地上級？？？？？？？？

１世紀　「初穂」144,000人の収穫 1935年イエス以前

期間延長？

このこのこのこのページページページページはははは2007年年年年5月月月月のののの教理変更教理変更教理変更教理変更のためにのためにのためにのために無意味無意味無意味無意味となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。

しかしこのしかしこのしかしこのしかしこの時時時時まではまではまではまでは証人証人証人証人たちはこれこそがたちはこれこそがたちはこれこそがたちはこれこそが「「「「天的級天的級天的級天的級＝＝＝＝統治体統治体統治体統治体」」」」のののの
根拠根拠根拠根拠であるとであるとであるとであると強強強強くくくく主張主張主張主張していましたしていましたしていましたしていました。。。。
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1935年問題年問題年問題年問題をををを回避回避回避回避するためにするためにするためにするために新新新新しいしいしいしい見解見解見解見解がががが「「「「読者読者読者読者からのからのからのからの質問質問質問質問」」」」にににに掲載掲載掲載掲載されましたされましたされましたされました。。。。

本来本来本来本来これはこれはこれはこれは研究記事研究記事研究記事研究記事にににに匹敵匹敵匹敵匹敵するするするする重要重要重要重要なななな内容内容内容内容ですですですです。。。。

■■■■1935年前年前年前年前のののの証人証人証人証人たちはたちはたちはたちは皆皆皆皆、、、、天天天天にいくとにいくとにいくとにいくと信信信信じていたじていたじていたじていた。　。　。　。　

　　　　⇒⇒⇒⇒たんにたんにたんにたんに地上復活地上復活地上復活地上復活のののの教理教理教理教理がなかっただけではないのかがなかっただけではないのかがなかっただけではないのかがなかっただけではないのか？？？？

■■■■1935年以降年以降年以降年以降のののの信者信者信者信者はははは地上地上地上地上のののの希望希望希望希望をををを抱抱抱抱いていたいていたいていたいていた。　。　。　。　

　　　　⇒⇒⇒⇒当時新当時新当時新当時新しいしいしいしい信条信条信条信条のののの信者信者信者信者がでてきたがでてきたがでてきたがでてきた証拠証拠証拠証拠でもあるのだろうかでもあるのだろうかでもあるのだろうかでもあるのだろうか？？？？アンケートアンケートアンケートアンケートでもとったのであろうかでもとったのであろうかでもとったのであろうかでもとったのであろうか。。。。

■■■■信仰信仰信仰信仰のののの弱弱弱弱いいいい天的級天的級天的級天的級もいるもいるもいるもいる。　。　。　。　
　　　　⇒⇒⇒⇒啓示啓示啓示啓示のののの冒頭冒頭冒頭冒頭ででででイエスイエスイエスイエスはははは信仰信仰信仰信仰のののの弱弱弱弱いいいい会衆会衆会衆会衆をををを糾弾糾弾糾弾糾弾されたのではないだろうかされたのではないだろうかされたのではないだろうかされたのではないだろうか？？？？

今まで現在いる天的級は１９３５年に集め終わった１４万４千人の「補充」だと教えられてきました。

今回の新しい光は「「「「補充補充補充補充」」」」ではなくではなくではなくではなく、、、、集集集集めるめるめるめる期間期間期間期間そのものがそのものがそのものがそのものが「「「「延長延長延長延長」」」」されたという意味です。

補充補充補充補充ではなくではなくではなくではなく期間延長期間延長期間延長期間延長

塔塔塔塔5/1/2007　　　　P30「「「「読者読者読者読者からのからのからのからの質問質問質問質問」」」」

ではあなたはではあなたはではあなたはではあなたは何何何何のののの希望希望希望希望をををを信信信信じているのでしょうかじているのでしょうかじているのでしょうかじているのでしょうか？？？？

「「「「初穂初穂初穂初穂」」」」であるであるであるである天的級天的級天的級天的級をををを刈刈刈刈りりりり集集集集めるめるめるめる作業作業作業作業がががが終了終了終了終了していないのであればしていないのであればしていないのであればしていないのであれば、、、、

初穂初穂初穂初穂のののの後後後後ににににつづくつづくつづくつづく地上復活希望地上復活希望地上復活希望地上復活希望のののの信者信者信者信者をををを集集集集めるめるめるめる

活動活動活動活動はまだはじまっていないのではないでしょうかはまだはじまっていないのではないでしょうかはまだはじまっていないのではないでしょうかはまだはじまっていないのではないでしょうか？？？？

グッドニュース
グッドニュース
グッドニュース
グッドニュース！！！！

天的級天的級天的級天的級をををを集集集集めるめるめるめる業業業業がまだがまだがまだがまだ完了完了完了完了

しておらず
しておらず
しておらず
しておらず、、、、霊性霊性霊性霊性がががが低低低低くてもいくてもいくてもいくてもい

いのであれば
いのであれば
いのであれば
いのであれば、、、、あなたもあなたもあなたもあなたも天的天的天的天的

級級級級になれる
になれるになれるになれる可能性可能性可能性可能性があります

があります
があります
があります！！！！
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終終終終わりはわりはわりはわりは当面当面当面当面こないこないこないこない①①①①

2008年からものみの塔の研究記事は信者専用となり、世の人は見れなくなりました。

雑誌がクローズドになってからさっそく二つの重要な教義の「すり替え」がありました。

古古古古いいいい光光光光（（（（2007年前年前年前年前））））

1) 14万万万万4千人千人千人千人はははは1935年年年年でででで集集集集めめめめ終終終終わっていたわっていたわっていたわっていた。。。。（後は補欠組）

2) 終終終終わりはわりはわりはわりは1914年年年年からからからから「「「「世代世代世代世代（（（（不特定不特定不特定不特定なななな世世世世のののの人人人人々々々々のののの時代時代時代時代）」）」）」）」以内以内以内以内にくるにくるにくるにくる。。。。

新新新新しいしいしいしい光光光光（（（（2007年年年年からからからから））））

1) 14万万万万4千人千人千人千人をををを集集集集めるめるめるめる活動活動活動活動はははは終終終終わっていないわっていないわっていないわっていない。。。。（P23 16節）

新新新新しいしいしいしい光光光光（（（（2008年年年年からからからから））））

2) 「「「「世代世代世代世代（（（（天的級天的級天的級天的級）」）」）」）」がががが過過過過ぎぎぎぎ去去去去るるるる前前前前にににに終終終終わりがくるわりがくるわりがくるわりがくる。。。。
天的級天的級天的級天的級はははは毎年増毎年増毎年増毎年増えていますえていますえていますえています。。。。しかもしかもしかもしかも統治体統治体統治体統治体もももも若返若返若返若返っていますっていますっていますっています。。。。したがってしたがってしたがってしたがって終終終終わりはわりはわりはわりは当面当面当面当面きませんきませんきませんきません。。。。

塔08/1/15　P20

1914年年年年ととととハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンがくるがくるがくるがくる時期時期時期時期ののののリンクリンクリンクリンクはははは切切切切りりりり離離離離されていますされていますされていますされています。。。。
1914年年年年からからからから一世代以内一世代以内一世代以内一世代以内とかいったとかいったとかいったとかいった数数数数ええええ方方方方はできなくなりましたはできなくなりましたはできなくなりましたはできなくなりました。。。。起点起点起点起点がないためがないためがないためがないためケツケツケツケツもももも見見見見えませんえませんえませんえません。。。。
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終終終終わりはわりはわりはわりは当面当面当面当面こないこないこないこない②②②②

1914年 ハルマゲドン

1995年年年年までのまでのまでのまでの教理教理教理教理

1914年 ハルマゲドン

1995年以降年以降年以降年以降のののの教理教理教理教理

1914年と起点が切り離される ハルマゲドン

2007年以降年以降年以降年以降のののの教理教理教理教理

××××

起点起点起点起点からのからのからのからの世代世代世代世代＝＝＝＝終終終終わりのわりのわりのわりの時代時代時代時代のののの人人人人々、々、々、々、不特定不特定不特定不特定のののの期間期間期間期間

世代世代世代世代＝＝＝＝天的級天的級天的級天的級がががが亡亡亡亡くなるまでのくなるまでのくなるまでのくなるまでの不特定不特定不特定不特定のののの期間期間期間期間

起点起点起点起点からからからから１１１１世代以内世代以内世代以内世代以内＝＝＝＝約約約約80年以内年以内年以内年以内

1935年

2007年年年年までのまでのまでのまでの教理教理教理教理

離離離離れたれたれたれた人人人人のののの補充補充補充補充14万万万万4千人完了千人完了千人完了千人完了

1935年の起点がなくなる

2008年以降年以降年以降年以降のののの教理教理教理教理

集集集集めるめるめるめる業業業業はははは完了完了完了完了していないしていないしていないしていない

××××

ハルマゲドン

天的級天的級天的級天的級がががが死死死死ぬぬぬぬ前前前前にくるにくるにくるにくるハズハズハズハズ

ハルマゲドン

世代世代世代世代とととと終終終終わりわりわりわり

天的級天的級天的級天的級

2007年前年前年前年前まではまではまではまでは「「「「1914年年年年」」」」とととと「「「「1935年年年年」」」」をををを起点起点起点起点としてあるとしてあるとしてあるとしてある程度程度程度程度「「「「終終終終わりがわりがわりがわりが近近近近いいいい」」」」とととと
主張主張主張主張できたができたができたができたが、、、、2008年年年年のののの教理変更教理変更教理変更教理変更によりによりによりにより「「「「起点起点起点起点」」」」がががが消滅消滅消滅消滅しししし計算計算計算計算のしようがなくなるのしようがなくなるのしようがなくなるのしようがなくなる。。。。

両方両方両方両方がががが
結結結結びつくびつくびつくびつく

起点起点起点起点がががが無無無無くなればくなればくなればくなればケツケツケツケツもももも見見見見えなくなりますえなくなりますえなくなりますえなくなります。。。。
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先入観先入観先入観先入観によるによるによるによる聖句聖句聖句聖句のののの解釈解釈解釈解釈

■■■■ イエスイエスイエスイエスのいわれたのいわれたのいわれたのいわれた「「「「小小小小さなさなさなさな群群群群れれれれ」」」」とととと啓示啓示啓示啓示のののの「「「「14141414万万万万4,0004,0004,0004,000人人人人」」」」をををを紐紐紐紐づけるづけるづけるづける聖句聖句聖句聖句はどこはどこはどこはどこにににに存在存在存在存在するのかするのかするのかするのか？？？？

■■■■ ヨハネヨハネヨハネヨハネ 10101010：：：：16161616　「　「　「　「他他他他のののの羊羊羊羊」」」」とはとはとはとは大群衆大群衆大群衆大群衆でなくでなくでなくでなく単純単純単純単純にににに異邦人異邦人異邦人異邦人のことではないのかのことではないのかのことではないのかのことではないのか？　？　？　？　
　また，わたしにはほかの羊がいますが，それらはこの囲いのものではありません。それらもわたしは連れて来なければならず，彼らはわたしの声を
　聴き，一つの群れ，一人の羊飼いとなります。

■■■■ ヘブライヘブライヘブライヘブライ 11:1311:1311:1311:13----16161616　　　　イエスイエスイエスイエス以前以前以前以前のののの僕僕僕僕たちはたちはたちはたちは「「「「地上地上地上地上へのへのへのへの復活復活復活復活」」」」ではなくではなくではなくではなく「「「「天天天天にににに属属属属するするするする希望希望希望希望」」」」をををを持持持持っていたのではないかっていたのではないかっていたのではないかっていたのではないか？？？？
　　　　　　　　13131313 これらの人はみな信仰のうちに死にました。……16161616 しかし今，彼らは，さらに勝った[場所]，すなわち天天天天にににに属属属属するするするする場所場所場所場所をとらえようとしているのです。

　ゆえに神は，彼らを，[そして]彼らの神として呼び求められることを恥とはされません。彼らのために都市を用意されたからです。

■■■■ 啓示啓示啓示啓示 7:47:47:47:4----9999　　　　大群衆大群衆大群衆大群衆もももも144,000144,000144,000144,000人人人人もももも同同同同じじじじ天天天天にいるにいるにいるにいるのはなぜだろうかのはなぜだろうかのはなぜだろうかのはなぜだろうか？　？　？　？　適応適応適応適応がががが比比比比ゆゆゆゆ的的的的なななな意味意味意味意味であればであればであればであれば、、、、
　　　　　　　　なぜなぜなぜなぜ144,000144,000144,000144,000というというというという数字数字数字数字のみがのみがのみがのみが字義的字義的字義的字義的なのだろうかなのだろうかなのだろうかなのだろうか？　？　？　？　啓示啓示啓示啓示のののの他他他他のののの数字数字数字数字はははは全全全全てててて比比比比ゆゆゆゆ的的的的であるであるであるである。。。。
　 4444 …証印を押された者たちの数を聞いたが，それは十四万四千であり，イスラエルの子らのすべての部族の者たちが証印を押された。……

　わたしが見ると， 見よ，すべての国民と部族と民と国語の中から来た，だれも数えつくすことのできない大群衆大群衆大群衆大群衆がががが…みみみみ座座座座のののの前前前前とととと子羊子羊子羊子羊のののの前前前前にににに立立立立っていたっていたっていたっていた。。。。

■■■■ヨハネヨハネヨハネヨハネ　　　　3:33:33:33:3----6666　　　　肉体肉体肉体肉体のままではのままではのままではのままでは神神神神のののの王国王国王国王国にににに入入入入れないれないれないれないのではないだろうかのではないだろうかのではないだろうかのではないだろうか？？？？地上地上地上地上のののの復活復活復活復活はははは別別別別ととととイエスイエスイエスイエスはははは教教教教えていたかえていたかえていたかえていたか？？？？　

　　　　3333 きわめて真実にあなたに言いますが，再び生まれなければ，だれも神神神神のののの王国王国王国王国をををを見見見見ることはできませんることはできませんることはできませんることはできません。……きわめて真実にあなたに言いますが，

　水と霊から生まれなければ，だれも神の王国に入ることはできないのです。。6666 肉から生まれたものは肉であり，霊から生まれたものは霊です。

■■■■ヨハネヨハネヨハネヨハネ 4:134:134:134:13　　　　イエスイエスイエスイエスははははサマリアサマリアサマリアサマリア（当時は小さな群れ＝天的には含まれていない）のののの女女女女にににに何何何何のののの希望希望希望希望をををを宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えのえのえのえのででででしょうかしょうかしょうかしょうか？？？？

　　　　天的希望天的希望天的希望天的希望でなければでなければでなければでなければ、、、、弟子弟子弟子弟子たちにもたちにもたちにもたちにも教教教教えていなかったえていなかったえていなかったえていなかった地上地上地上地上のののの復活復活復活復活をををを教教教教えていたのでしょうかえていたのでしょうかえていたのでしょうかえていたのでしょうか？？？？（少なくとも1935年までは存在しない教理）

　　　　13131313 イエスは答えて彼女に言われた，「この水を飲む人はみな再び渇きます。14141414 だれでもわたしが与える水を飲む人は，決して渇くことがなく，

　わたしが与える水は，その人の中で，永遠永遠永遠永遠のののの命命命命を与えるためにわき上がる水の泉となるのです」。

■■■■統治体統治体統治体統治体のののの助助助助けけけけ手手手手とされているとされているとされているとされている「「「「ネティニムネティニムネティニムネティニム級級級級」」」」だがだがだがだが、、、、なぜなぜなぜなぜ現代現代現代現代においてにおいてにおいてにおいてユダヤユダヤユダヤユダヤ律法律法律法律法のののの制度制度制度制度をををを適用適用適用適用させないといけないのだろうかさせないといけないのだろうかさせないといけないのだろうかさせないといけないのだろうか？？？？

　（塔92 4/15 P12-17)

　

「「「「書書書書かれているかれているかれているかれている事柄事柄事柄事柄をををを越越越越えてはならないえてはならないえてはならないえてはならない」　」　」　」　コリントコリントコリントコリント第一第一第一第一　　　　4444：：：：6666

統治体統治体統治体統治体とはとはとはとは「「「「信者信者信者信者をををを二二二二つのつのつのつのクラスクラスクラスクラスにににに分分分分けけけけ天的級天的級天的級天的級というというというという特権階級特権階級特権階級特権階級からのみからのみからのみからのみ選選選選ばれるばれるばれるばれる」」」」というというというという教理教理教理教理をををを前提前提前提前提としていますとしていますとしていますとしています。。。。
しかししかししかししかしイエスイエスイエスイエスはははは福音書福音書福音書福音書のののの中中中中でででで字義的字義的字義的字義的にににに復活復活復活復活のののの希望希望希望希望のののの違違違違うううう二二二二つのつのつのつのクラスクラスクラスクラスがあるとがあるとがあるとがあると教教教教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？？？？
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１９１９１９１９１９１９１９１９年年年年にににに選別選別選別選別？？？？

1919年年年年にににに選別選別選別選別されたされたされたされた時点時点時点時点でこれらのでこれらのでこれらのでこれらの背教的背教的背教的背教的なななな要素要素要素要素はははは取取取取りりりり除除除除かれているべきであるかれているべきであるかれているべきであるかれているべきである。。。。
そうでなければそうでなければそうでなければそうでなければ、、、、イエスイエスイエスイエスがががが1919年年年年にににに他他他他のののの宗教宗教宗教宗教をををを捨捨捨捨ててててててててエホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人だけをだけをだけをだけを選選選選んだんだんだんだ

根拠根拠根拠根拠はどこにあるのだろうかはどこにあるのだろうかはどこにあるのだろうかはどこにあるのだろうか？？？？

ラッセルラッセルラッセルラッセル兄弟兄弟兄弟兄弟とととと奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級：：：：
■■■■1世紀世紀世紀世紀からずっとからずっとからずっとからずっと「「「「時宜時宜時宜時宜にかなったにかなったにかなったにかなった食物食物食物食物」」」」をををを提供提供提供提供しているしているしているしている「「「「奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級」」」」がががが存在存在存在存在しているはずであるしているはずであるしているはずであるしているはずである。。。。

■■■■ではなぜわざわざではなぜわざわざではなぜわざわざではなぜわざわざ1919年年年年にににに「「「「奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級」」」」をををを選別選別選別選別するするするする必要必要必要必要があったのであろうかがあったのであろうかがあったのであろうかがあったのであろうか？？？？
■■■■プロテスタントプロテスタントプロテスタントプロテスタントはははは「「「「奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級」」」」なのかなのかなのかなのか？？？？

■■■■ラッセルラッセルラッセルラッセル兄弟兄弟兄弟兄弟はどのはどのはどのはどの奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級からからからから真理真理真理真理（（（（霊的霊的霊的霊的なななな食物食物食物食物））））をををを受受受受けたのかけたのかけたのかけたのか？？？？
　　　　⇒⇒⇒⇒プロテスタントプロテスタントプロテスタントプロテスタントののののミラーミラーミラーミラーからからからから教理教理教理教理をををを譲譲譲譲りりりり受受受受けたけたけたけた。。。。
■■■■ラッセルラッセルラッセルラッセル兄弟兄弟兄弟兄弟はははは聖書聖書聖書聖書をををを研究研究研究研究してしてしてして真理真理真理真理をををを得得得得たのであればたのであればたのであればたのであれば、、、、私私私私たちもたちもたちもたちも奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級はいらないのではないかはいらないのではないかはいらないのではないかはいらないのではないか？？？？
■■■■最初最初最初最初にににに奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級というというというという言葉言葉言葉言葉ををををラッセルラッセルラッセルラッセル兄弟兄弟兄弟兄弟にににに適用適用適用適用したのはしたのはしたのはしたのは、、、、後後後後にににに排斥排斥排斥排斥されたされたされたされた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妻妻妻妻であるであるであるである。。。。
■■■■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死後死後死後死後、、、、強引強引強引強引にににに会長会長会長会長になったになったになったになった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自分自分自分自分のののの権力権力権力権力をををを確立確立確立確立するためにするためにするためにするために「「「「奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級」」」」とはとはとはとは
　　　　ラッセルラッセルラッセルラッセル兄弟個人兄弟個人兄弟個人兄弟個人ではなくではなくではなくではなく統治体統治体統治体統治体というというというというグループグループグループグループであるとであるとであるとであると主張主張主張主張。。。。
■■■■しかししかししかししかし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1870年代年代年代年代からのからのからのからの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仲間仲間仲間仲間をををを「「「「奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級」」」」とととと認認認認めるめるめるめる事事事事はしなかったはしなかったはしなかったはしなかった。。。。
■■■■1927年年年年までまでまでまでラッセルラッセルラッセルラッセル兄弟以外兄弟以外兄弟以外兄弟以外のののの誰誰誰誰かをかをかをかを「「「「奴隷奴隷奴隷奴隷」」」」とととと認認認認めためためためた記録記録記録記録はははは出版物出版物出版物出版物にないにないにないにない。。。。
■■■■ラッセルラッセルラッセルラッセル兄弟兄弟兄弟兄弟はははは1916年年年年にににに亡亡亡亡くなったのでくなったのでくなったのでくなったので1927年年年年までのまでのまでのまでの間間間間のののの12年間年間年間年間、、、、奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級はははは不在不在不在不在であったであったであったであった。。。。

バビロンバビロンバビロンバビロンからからからから清清清清められていためられていためられていためられていた組織組織組織組織はははは1919年年年年にににに
イエスイエスイエスイエスによってによってによってによって選別選別選別選別されたとされたとされたとされたと主張主張主張主張するがするがするがするが…

証人証人証人証人たちはたちはたちはたちはキリストキリストキリストキリスト教会教会教会教会がががが下記下記下記下記のようなのようなのようなのような事事事事をををを行行行行っているとしてっているとしてっているとしてっているとして糾弾糾弾糾弾糾弾しているがしているがしているがしているが、、、、

組織組織組織組織はははは1919年当時年当時年当時年当時にににに下記下記下記下記をををを行行行行っていたっていたっていたっていた。。。。

■■■■十字架十字架十字架十字架のののの利用利用利用利用（（（（1931年年年年までまでまでまで使使使使われていたわれていたわれていたわれていた）。）。）。）。

■■■■クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス（（（（1926年年年年においてもにおいてもにおいてもにおいてもべべべべテルテルテルテルでででで祝祝祝祝っていたっていたっていたっていた）。）。）。）。

■■■■たばこたばこたばこたばこ、、、、輸血輸血輸血輸血はははは当時禁止当時禁止当時禁止当時禁止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。。。。
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聖書聖書聖書聖書をををを理解理解理解理解するためにはするためにはするためにはするためには…
■■■■聖書聖書聖書聖書はははは誰誰誰誰のためにのためにのためにのために書書書書かれたものですかかれたものですかかれたものですかかれたものですか？？？？全人類全人類全人類全人類ですかですかですかですか？？？？
■■■■モルモンモルモンモルモンモルモンはははは自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの教本教本教本教本をををを使使使使わないとわないとわないとわないと聖書聖書聖書聖書をををを理解理解理解理解できないとできないとできないとできないと主張主張主張主張しますしますしますします。。。。
　　　　あなたはどのようにあなたはどのようにあなたはどのようにあなたはどのように思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？

■■■■ではではではではエホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人のののの出版物出版物出版物出版物をををを使使使使わなくてもわなくてもわなくてもわなくても聖書聖書聖書聖書をををを理解理解理解理解するするするする事事事事はははは可能可能可能可能でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？
■■■■もしもしもしもし出版物出版物出版物出版物がががが必要必要必要必要であればであればであればであれば、、、、20世紀世紀世紀世紀よりよりよりより前前前前のののの人人人人々、々、々、々、そしてそしてそしてそして出版物出版物出版物出版物をををを入手入手入手入手できないできないできないできない

　　　　人類人類人類人類のののの大半大半大半大半はははは聖書聖書聖書聖書をををを理解理解理解理解するするするする事事事事はできないのでしょうかはできないのでしょうかはできないのでしょうかはできないのでしょうか？？？？
■■■■ではではではでは歴史上歴史上歴史上歴史上、、、、大半大半大半大半のののの人類人類人類人類がががが理解理解理解理解できないできないできないできない聖書聖書聖書聖書はははは誰誰誰誰のためにのためにのためにのために書書書書かれたのでしょうかかれたのでしょうかかれたのでしょうかかれたのでしょうか？？？？

矛盾矛盾矛盾矛盾のないのないのないのない教理教理教理教理とはとはとはとは…
■■■■アインシュタインアインシュタインアインシュタインアインシュタインがががが証明証明証明証明したとおりしたとおりしたとおりしたとおり、、、、3次元次元次元次元のののの世世世世のののの中中中中はははは全全全全てててて「「「「相対的相対的相対的相対的なななな関係関係関係関係」」」」においてなりたっていますにおいてなりたっていますにおいてなりたっていますにおいてなりたっています。。。。

■■■■相対的相対的相対的相対的なななな世界世界世界世界のののの中中中中でででで何何何何かかかか一一一一つのものをつのものをつのものをつのものを「「「「絶対的絶対的絶対的絶対的なものなものなものなもの」」」」とみなすとみなすとみなすとみなす行為行為行為行為はははは信仰信仰信仰信仰をををを求求求求めますめますめますめます。。。。（例：この薬だけは絶対に効く。

　この教祖だけは正しい。お金だけは全てだ。）　これがこれがこれがこれが宗教宗教宗教宗教のののの下地下地下地下地ですですですです。。。。
■■■■信仰信仰信仰信仰のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる「「「「絶対概念絶対概念絶対概念絶対概念」」」」はははは「「「「矛盾矛盾矛盾矛盾のないのないのないのない絶対的絶対的絶対的絶対的なななな教理教理教理教理」」」」にもとづきますにもとづきますにもとづきますにもとづきます。。。。
■■■■矛盾矛盾矛盾矛盾のないのないのないのない教理教理教理教理はははは「「「「矛盾矛盾矛盾矛盾するするするする聖句聖句聖句聖句のののの中中中中からからからから都合都合都合都合のよいのよいのよいのよい聖句聖句聖句聖句のみをのみをのみをのみを「「「「相対的相対的相対的相対的にににに選定選定選定選定するするするする」」」」ことによりことによりことによりことにより成成成成りりりり立立立立ちますちますちますちます。。。。
■■■■従従従従ってってってって「「「「絶対的絶対的絶対的絶対的なななな教理教理教理教理」」」」はははは相対的相対的相対的相対的なななな選択選択選択選択のののの上上上上になりたっていますになりたっていますになりたっていますになりたっています。。。。

人人人人はははは信信信信じたいものをじたいものをじたいものをじたいものを見見見見ますますますます…
■■■■同同同同じじじじ聖書聖書聖書聖書をつかってをつかってをつかってをつかって天国天国天国天国のみをのみをのみをのみを信信信信じるじるじるじる教団教団教団教団とととと地上地上地上地上へのへのへのへの復活復活復活復活をををを信信信信じるじるじるじる教団教団教団教団があるのはなぜでしょうかがあるのはなぜでしょうかがあるのはなぜでしょうかがあるのはなぜでしょうか？？？？
■■■■二千年以上二千年以上二千年以上二千年以上のののの歴史歴史歴史歴史をををを通通通通じてじてじてじて未未未未だにだにだにだに聖書聖書聖書聖書のののの解釈方法解釈方法解釈方法解釈方法にににに決着決着決着決着がつかないのはなぜでしょうかがつかないのはなぜでしょうかがつかないのはなぜでしょうかがつかないのはなぜでしょうか？？？？
■■■■教理教理教理教理にはにはにはには本来根拠本来根拠本来根拠本来根拠はははは存在存在存在存在しませんしませんしませんしません。。。。最終的最終的最終的最終的にはにはにはには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のれないかのれないかのれないかの選択肢選択肢選択肢選択肢ですですですです。。。。
■■■■教理教理教理教理ありきでありきでありきでありきで聖句聖句聖句聖句でででで証明証明証明証明しようとするためしようとするためしようとするためしようとするため、、、、最初最初最初最初からからからから選定選定選定選定されるされるされるされる聖句聖句聖句聖句がががが決決決決まっていますまっていますまっていますまっています。。。。

　　　　都合都合都合都合のののの良良良良いいいい聖句聖句聖句聖句のみにのみにのみにのみに焦点焦点焦点焦点があてられがあてられがあてられがあてられ、、、、都合都合都合都合のののの悪悪悪悪いいいい聖句聖句聖句聖句はははは無視無視無視無視されますされますされますされます。。。。
■■■■夜空夜空夜空夜空のののの星座星座星座星座とととと同同同同じじじじでででで、、、、星座星座星座星座ありきでありきでありきでありきで星星星星がががが選定選定選定選定されていますされていますされていますされています。。。。しかししかししかししかし他他他他のののの星星星星をををを結結結結べばべばべばべば全全全全くくくく違違違違うううう絵絵絵絵がでてきますがでてきますがでてきますがでてきます。。。。

先入観先入観先入観先入観によりによりによりにより見見見見えるえるえるえる絵絵絵絵はははは決決決決まっていますまっていますまっていますまっています…
■■■■証人証人証人証人たちはたちはたちはたちは出版物出版物出版物出版物しかしかしかしか読読読読まないためまないためまないためまないため、、、、聖書聖書聖書聖書をををを自分自分自分自分でででで調調調調べたようなべたようなべたようなべたような気気気気になっていますになっていますになっていますになっていますがががが、、、、実際実際実際実際にはにはにはには出版物出版物出版物出版物のののの
　　　　あたえるあたえるあたえるあたえる先入観先入観先入観先入観をもとにをもとにをもとにをもとに聖句聖句聖句聖句のののの適応方法適応方法適応方法適応方法をををを決決決決めめめめ付付付付けていますけていますけていますけています。。。。

■■■■出版物出版物出版物出版物のののの意見意見意見意見なしにあなたもなしにあなたもなしにあなたもなしにあなたも聖句聖句聖句聖句のみをのみをのみをのみを調調調調べてべてべてべて同同同同じじじじ結論結論結論結論にににに達達達達するするするする事事事事ができますかができますかができますかができますか？？？？
■■■■もしもしもしもし同同同同じじじじ結論結論結論結論にににに達達達達しないのであればしないのであればしないのであればしないのであれば、、、、それはそれはそれはそれは純粋純粋純粋純粋なななな聖書聖書聖書聖書のののの真理真理真理真理ですかですかですかですか？？？？

真理真理真理真理はははは絶対絶対絶対絶対？？？？
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誕生日誕生日誕生日誕生日
■■■■ファラオファラオファラオファラオととととヘロデヘロデヘロデヘロデのののの二二二二つのつのつのつの悪悪悪悪いいいい例例例例しかないのでしかないのでしかないのでしかないので禁禁禁禁じられているといわれているがじられているといわれているがじられているといわれているがじられているといわれているが…

　　　　ヨブヨブヨブヨブのののの息子息子息子息子たちはたちはたちはたちは「「「「自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの日日日日」」」」にににに宴会宴会宴会宴会をををを催催催催していたしていたしていたしていた。。。。
　「そして，その息子たちは行って，自分の日に各々の家で宴会を催し…一緒に食べたり飲んだりした。」　ヨブ 1:4

■■■■伝伝伝伝７７７７：：：：１１１１ 「「「「死死死死ぬぬぬぬ日日日日はははは生生生生まれたまれたまれたまれた日日日日にににに勝勝勝勝るるるる」」」」がががが引引引引きききき合合合合いにいにいにいに出出出出されるがされるがされるがされるが…

　　　　みみみみ使使使使いたちはいたちはいたちはいたちはイエスイエスイエスイエスのののの誕生誕生誕生誕生のののの時時時時にににに賛美賛美賛美賛美しにきたがしにきたがしにきたがしにきたが、、、、イエスイエスイエスイエスがががが死死死死んだんだんだんだ時時時時にはこなかったにはこなかったにはこなかったにはこなかった。。。。

十字架十字架十字架十字架
■■■■他他他他のののの聖書聖書聖書聖書とととと違違違違いいいい新世界訳新世界訳新世界訳新世界訳のののの教理教理教理教理ありきのありきのありきのありきの訳訳訳訳しししし方方方方はははは常常常常にににに議論議論議論議論のののの対象対象対象対象となっているとなっているとなっているとなっている。。。。

■■■■ローマローマローマローマ人人人人のののの刑法刑法刑法刑法ははははT字字字字かかかかX字字字字のののの十字架十字架十字架十字架をををを用用用用いるのがいるのがいるのがいるのが常常常常であったであったであったであった。。。。イエスイエスイエスイエスははははローマローマローマローマ人人人人によりによりによりにより処刑処刑処刑処刑されたされたされたされた。。。。

　　　　ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの処刑方法処刑方法処刑方法処刑方法はははは石打石打石打石打ちであったちであったちであったちであった（例：ステファノ）。。。。
■■■■「「「「杭杭杭杭」」」」がががが十字架十字架十字架十字架をををを100％％％％意味意味意味意味しないわけではないしないわけではないしないわけではないしないわけではない。。。。またまたまたまた十字架十字架十字架十字架のうちのうちのうちのうち一本一本一本一本のののの杭杭杭杭ををををイエスイエスイエスイエスはははは担担担担がされたがされたがされたがされた可能性可能性可能性可能性もももも高高高高いいいい。。。。

■■■■杭杭杭杭であればであればであればであればイエスイエスイエスイエスのののの罪状罪状罪状罪状はははは「「「「手手手手のののの上上上上」」」」にににに掲掲掲掲げられたはずであるげられたはずであるげられたはずであるげられたはずである。。。。（手が頭の上にくるので）

　「また彼らは，「これはユダヤ人の王イエス」と記した罪状を彼の頭上に掲げた。」　マタイ 27:37

■■■■実際問題実際問題実際問題実際問題、、、、十字架十字架十字架十字架であってもであってもであってもであっても杭杭杭杭であってもであってもであってもであっても教理上教理上教理上教理上なんのなんのなんのなんの問題問題問題問題もないもないもないもない。。。。問題問題問題問題はなぜそこまではなぜそこまではなぜそこまではなぜそこまで杭杭杭杭にこだわるにこだわるにこだわるにこだわる
　　　　必要必要必要必要があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。崇拝崇拝崇拝崇拝しなければよいだけでしなければよいだけでしなければよいだけでしなければよいだけで、、、、イエスイエスイエスイエスのののの購購購購いのいのいのいの価値価値価値価値にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる問題問題問題問題ではないではないではないではない。。。。

乾杯乾杯乾杯乾杯
■■■■乾杯乾杯乾杯乾杯がががが異教徒異教徒異教徒異教徒にににに起源起源起源起源をををを持持持持つのであればつのであればつのであればつのであれば結婚指輪結婚指輪結婚指輪結婚指輪ももももネクタイネクタイネクタイネクタイもももも禁止禁止禁止禁止されるべきであるされるべきであるされるべきであるされるべきである。。。。
　　　　独身独身独身独身かかかか既婚既婚既婚既婚かをかをかをかを世世世世のののの人人人人にににに知知知知らせるよりらせるよりらせるよりらせるより異教徒異教徒異教徒異教徒のののの儀式儀式儀式儀式にににに由来由来由来由来するものをするものをするものをするものを身身身身につけるにつけるにつけるにつける方方方方がががが問題問題問題問題であるであるであるである。。。。
　　　　又又又又、、、、ネクタイネクタイネクタイネクタイはもともとはもともとはもともとはもともと戦場戦場戦場戦場へいくへいくへいくへいく兵士兵士兵士兵士のためのおのためのおのためのおのためのお守守守守りであったりであったりであったりであった。。。。

差別化差別化差別化差別化のためののためののためののための教義教義教義教義

「「「「あなたあなたあなたあなた方方方方がががが裁裁裁裁いているそのいているそのいているそのいているその裁裁裁裁きできできできで

あなたあなたあなたあなた方方方方もももも裁裁裁裁かれることになるからですかれることになるからですかれることになるからですかれることになるからです」　」　」　」　マタイマタイマタイマタイ　　　　7777：：：：2222

カルトカルトカルトカルト教団教団教団教団のののの特徴特徴特徴特徴にならいにならいにならいにならい、、、、他他他他のののの教会教会教会教会からからからから差別化差別化差別化差別化をををを図図図図るためにるためにるためにるために大大大大してしてしてして重要重要重要重要でないでないでないでない教義教義教義教義にににに重重重重きがきがきがきが置置置置かれていますかれていますかれていますかれています。。。。
このこのこのこの差別化差別化差別化差別化によりによりによりにより自分自分自分自分たちがたちがたちがたちが潔癖潔癖潔癖潔癖であるとであるとであるとであると主張主張主張主張しししし、、、、他他他他のののの信条信条信条信条をををを持持持持つつつつ人人人人々々々々をををを断罪断罪断罪断罪しますしますしますします。。。。
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不義不義不義不義のののの復活復活復活復活
■■■■義義義義とととと不義不義不義不義のののの復活復活復活復活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、、、、証人証人証人証人にならなくてもにならなくてもにならなくてもにならなくても不義不義不義不義のののの復活復活復活復活でででで楽園楽園楽園楽園にににに入入入入るるるる事事事事ができるができるができるができる。。。。
　　　　どうせどうせどうせどうせ最終的最終的最終的最終的ななななゴールゴールゴールゴールはははは1000年王国年王国年王国年王国のののの終終終終わりなのでわりなのでわりなのでわりなので、、、、同同同同じじじじ楽園楽園楽園楽園にににに入入入入れたれたれたれた事事事事にににに変変変変わりはないとわりはないとわりはないとわりはないと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。

■■■■一度真理一度真理一度真理一度真理をををを聞聞聞聞いてしまっていてしまっていてしまっていてしまって拒絶拒絶拒絶拒絶するのであればするのであればするのであればするのであれば不義不義不義不義のののの復活復活復活復活のののの余地余地余地余地もないというがもないというがもないというがもないというが、、、、そうであればそうであればそうであればそうであれば最初最初最初最初からからからから
　「　「　「　「良良良良いたよりいたよりいたよりいたより」」」」をををを宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えないえないえないえない方方方方ががががマシマシマシマシであるであるであるである。。。。知知知知らなければらなければらなければらなければ不義不義不義不義のののの復活復活復活復活のののの見込見込見込見込みがあるからであるみがあるからであるみがあるからであるみがあるからである。。。。
■■■■証人証人証人証人たちがたちがたちがたちが伝道伝道伝道伝道をしなければすべてのをしなければすべてのをしなければすべてのをしなければすべての人人人人はははは楽園楽園楽園楽園にににに入入入入れるれるれるれる。。。。伝道伝道伝道伝道とはとはとはとは羊羊羊羊をををを探探探探すすすす業業業業でなくでなくでなくでなく、、、、山羊山羊山羊山羊をををを滅滅滅滅びにびにびにびに定定定定めるめるめるめる業業業業であるであるであるである。。。。

裁裁裁裁きはきはきはきはタイミングタイミングタイミングタイミングによりによりによりにより変変変変わるわるわるわる？？？？
■■■■もしもしもしもし生生生生きているきているきているきている間間間間ににににハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンがががが来来来来ればればればれば神神神神のののの組織組織組織組織にににに属属属属さないさないさないさない者者者者はははは滅滅滅滅びるというびるというびるというびるという。。。。つまりつまりつまりつまり不義不義不義不義のののの復活復活復活復活のののの見込見込見込見込みすらないみすらないみすらないみすらない。。。。
■■■■しかししかししかししかしハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンのののの前前前前にににに死死死死んでいればんでいればんでいればんでいれば不義不義不義不義のののの復活復活復活復活のののの見込見込見込見込みがあるみがあるみがあるみがある。。。。

■■■■であればであればであればであれば楽園楽園楽園楽園にににに入入入入れるれるれるれる入入入入れないのれないのれないのれないのエホバエホバエホバエホバのののの公正公正公正公正なななな裁裁裁裁きはきはきはきはそのそのそのその人人人人がががが死死死死んだんだんだんだタイミングタイミングタイミングタイミングにににに左右左右左右左右されるされるされるされるのであろうかのであろうかのであろうかのであろうか？？？？

結婚結婚結婚結婚しないしないしないしない復活者復活者復活者復活者
「死人の中からの復活をかち得るにふさわしいとみなされた者たちは，めとることも嫁ぐこともありません。
実際，彼らはもう死ぬこともないのです。彼らはみ使いたちのようなのであり…」　ルカ　20:27-36

■■■■復活復活復活復活してもしてもしてもしても結婚結婚結婚結婚しないのであればしないのであればしないのであればしないのであれば、、、、楽園楽園楽園楽園でででで子供子供子供子供をつくるのはをつくるのはをつくるのはをつくるのは生生生生きてきてきてきてハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンをををを通過通過通過通過するとされるするとされるするとされるするとされる現在現在現在現在のののの
　　　　600万人万人万人万人のののの人人人人々々々々だけであるだけであるだけであるだけである。。。。何十億何十億何十億何十億というというというという復活復活復活復活するするするする大半大半大半大半のののの人人人人々々々々はははは結婚結婚結婚結婚すらできないすらできないすらできないすらできない。。。。

■■■■創世記創世記創世記創世記 1:261:261:261:26にあるにあるにあるにある「「「「子子子子をををを生生生生んでんでんでんで多多多多くなりくなりくなりくなり，，，，地地地地にににに満満満満ちてちてちてちて，，，，それをそれをそれをそれを従従従従わせよわせよわせよわせよ」」」」というというというという

　　　　神神神神のごのごのごのご意志意志意志意志はははは結局千年王国結局千年王国結局千年王国結局千年王国でもでもでもでもサタンサタンサタンサタンにににに邪魔邪魔邪魔邪魔されたままされたままされたままされたまま完全完全完全完全にににに復帰復帰復帰復帰されることはないされることはないされることはないされることはない。。。。
■■■■もしもしもしもし死死死死んでんでんでんで皆天国皆天国皆天国皆天国にににに行行行行くのであればくのであればくのであればくのであればイエスイエスイエスイエスのいわれたのいわれたのいわれたのいわれた「「「「結婚結婚結婚結婚しないしないしないしない」」」」状態状態状態状態はははは理解理解理解理解しやすいしやすいしやすいしやすい。。。。

矛盾矛盾矛盾矛盾するするするする教義教義教義教義

これらはこれらはこれらはこれらは楽園楽園楽園楽園にににに入入入入らないとらないとらないとらないと理解理解理解理解できないできないできないできない事柄事柄事柄事柄ですかですかですかですか？？？？

ではなぜではなぜではなぜではなぜ理解理解理解理解できないできないできないできない事事事事でででで他他他他のののの信条信条信条信条をををを持持持持つつつつ人人人人をををを攻撃攻撃攻撃攻撃するのでしょうかするのでしょうかするのでしょうかするのでしょうか？？？？

寿命で死ぬ

信者信者信者信者

世世世世のののの人人人人①①①①

世世世世のののの人人人人②②②②

ハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドン

寿命で死ぬ

健康で長生き

不義不義不義不義の復活

義義義義の復活

永遠の断絶× 残念！

入入入入ったったったった者勝者勝者勝者勝ちちちち
（（（（このこのこのこの二人二人二人二人のののの違違違違いはいはいはいは？）？）？）？）
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平和平和平和平和なななな人人人人々？々？々？々？

エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人はははは他他他他のののの信条信条信条信条をををを持持持持つつつつ人人人人々々々々をををを攻撃攻撃攻撃攻撃しないといいますしないといいますしないといいますしないといいます。。。。
他他他他のののの宗教宗教宗教宗教のようにのようにのようにのように人人人人をををを殺殺殺殺したりしないといいますしたりしないといいますしたりしないといいますしたりしないといいます。。。。自分自分自分自分たちはたちはたちはたちは謙遜謙遜謙遜謙遜でででで平和平和平和平和をををを愛愛愛愛するするするする者者者者たちだといいますたちだといいますたちだといいますたちだといいます。。。。

■■■■「「「「世世世世のののの人人人人」」」」はははは滅滅滅滅ぼされてもぼされてもぼされてもぼされても仕方仕方仕方仕方ないといいますないといいますないといいますないといいます。。。。
■■■■特特特特にににに同同同同じじじじ信仰信仰信仰信仰をををを捨捨捨捨てたてたてたてた人間人間人間人間はははは滅滅滅滅びにびにびにびに値値値値するといいますするといいますするといいますするといいます。　。　。　。　⇒⇒⇒⇒黙殺黙殺黙殺黙殺しますしますしますします。。。。
■■■■霊的霊的霊的霊的にににに死死死死んだんだんだんだ人人人人たちがいるとたちがいるとたちがいるとたちがいると主張主張主張主張しますしますしますします。。。。
■■■■自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの教団以外教団以外教団以外教団以外はははは全全全全ててててエホバエホバエホバエホバによってによってによってによって裁裁裁裁かれてかれてかれてかれて当然当然当然当然だとだとだとだと主張主張主張主張しますしますしますします。。。。
■■■■マザーテレサマザーテレサマザーテレサマザーテレサのようなのようなのようなのような人人人人ももももカトリックカトリックカトリックカトリック教徒教徒教徒教徒なのでなのでなのでなので義義義義のののの復活復活復活復活にはにはにはには属属属属さないといいますさないといいますさないといいますさないといいます。。。。
■■■■しかししかししかししかし最終的最終的最終的最終的にはにはにはには誰誰誰誰がががが救救救救われてわれてわれてわれて救救救救われないかはわれないかはわれないかはわれないかはエホバエホバエホバエホバがががが決決決決めることだといいますめることだといいますめることだといいますめることだといいます。。。。
■■■■それにもかかわらずそれにもかかわらずそれにもかかわらずそれにもかかわらず自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの側側側側につかないとにつかないとにつかないとにつかないと危険危険危険危険であるとであるとであるとであると断言断言断言断言しますしますしますします。。。。
　　　　本当本当本当本当ににににエホバエホバエホバエホバがががが決決決決めるのであればめるのであればめるのであればめるのであれば勧誘勧誘勧誘勧誘するするするする必要必要必要必要はないはずですはないはずですはないはずですはないはずです。。。。
■■■■毎日毎日毎日毎日「「「「早早早早くくくくハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンがががが来来来来てほしいてほしいてほしいてほしい」」」」とととと本気本気本気本気でででで思思思思っていますっていますっていますっています。。。。（そのわりには温暖化による水没を恐れています。）

■■■■自分自分自分自分のののの子供子供子供子供がががが教育制度教育制度教育制度教育制度やややや仕事仕事仕事仕事でででで惑惑惑惑わされるわされるわされるわされる前前前前にこのにこのにこのにこの世世世世のののの体制体制体制体制がががが去去去去ってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと考考考考えますえますえますえます。。。。

　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　自分自分自分自分のののの家族家族家族家族のののの都合都合都合都合のののの方方方方がががが60億人億人億人億人のののの命命命命よりもよりもよりもよりも優先優先優先優先されるされるされるされる思想思想思想思想ですですですです。。。。（（（（超超超超ネガティブネガティブネガティブネガティブ思考思考思考思考））））

エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人はははは能動的能動的能動的能動的にににに人人人人をををを殺殺殺殺しませんがしませんがしませんがしませんが受動的受動的受動的受動的にににに人人人人をををを殺殺殺殺しますしますしますします。。。。
マタイマタイマタイマタイ5:27のののの原則原則原則原則にのっとればにのっとればにのっとればにのっとれば心心心心のののの中中中中でやったでやったでやったでやった事事事事はははは実際実際実際実際にやるにやるにやるにやる事事事事とととと同同同同じですじですじですじです。。。。
27272727 「『あなたは姦淫を犯してはならない』と言われたのをあなた方は聞きました。28282828 しかし，わたしはあなた方に言いますが，女を見つづけてこれに

情欲を抱く者はみな，すでに心の中でその[女]と姦淫を犯したのです。」　マタイ 5:27

もしもしもしもしハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドン通過後通過後通過後通過後、、、、瓦礫瓦礫瓦礫瓦礫のののの中中中中でほとんどでほとんどでほとんどでほとんど死死死死にかかってにかかってにかかってにかかって人人人人をををを見見見見つけたらあなたはつけたらあなたはつけたらあなたはつけたらあなたは助助助助けますかけますかけますかけますか？？？？
完全完全完全完全にににに無傷無傷無傷無傷でないということはでないということはでないということはでないということは「「「「エホバエホバエホバエホバにににに守守守守られなかったられなかったられなかったられなかった＝＝＝＝裁裁裁裁かれたかれたかれたかれた人人人人」」」」なのでなのでなのでなので放置死放置死放置死放置死にににに値値値値するとするとするとすると考考考考えますかえますかえますかえますか？？？？

エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人はこのはこのはこのはこの世世世世にににに全全全全くくくく価値価値価値価値をををを見出見出見出見出しませんしませんしませんしません。。。。
「「「「楽園行楽園行楽園行楽園行ききききバスバスバスバス」」」」をををを待待待待っているっているっているっている間間間間のののの時間潰時間潰時間潰時間潰ししししにしかすぎませんにしかすぎませんにしかすぎませんにしかすぎません。。。。
それではあなたがこのそれではあなたがこのそれではあなたがこのそれではあなたがこの世世世世にににに「「「「今今今今」」」」生生生生まれてきたまれてきたまれてきたまれてきた理由理由理由理由はあるのでしょうかはあるのでしょうかはあるのでしょうかはあるのでしょうか？？？？奉仕奉仕奉仕奉仕するだけですかするだけですかするだけですかするだけですか？？？？
それならばそれならばそれならばそれならば最初最初最初最初からからからから楽園楽園楽園楽園でででで子供子供子供子供としてとしてとしてとして生生生生まれてきたまれてきたまれてきたまれてきた方方方方がががが楽楽楽楽なのではないでしょうかなのではないでしょうかなのではないでしょうかなのではないでしょうか？？？？

本当本当本当本当はははは聖書聖書聖書聖書でなくでなくでなくでなく教理教理教理教理がそういっているのではないでしょうかがそういっているのではないでしょうかがそういっているのではないでしょうかがそういっているのではないでしょうか？？？？
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奉仕奉仕奉仕奉仕はははは霊的霊的霊的霊的なななな基準基準基準基準？？？？

■■■■おおおお金金金金のののの寄付額寄付額寄付額寄付額はははは「「「「自主的自主的自主的自主的なななな寄付寄付寄付寄付」」」」なのでなのでなのでなので匿名匿名匿名匿名でしますでしますでしますでします。。。。奉仕時間奉仕時間奉仕時間奉仕時間もももも「「「「自主的自主的自主的自主的なななな寄付寄付寄付寄付」」」」ではないのでしょうかではないのでしょうかではないのでしょうかではないのでしょうか？？？？

　　　　寄付時間寄付時間寄付時間寄付時間をををを匿名匿名匿名匿名でででで出出出出さないのはなぜですかさないのはなぜですかさないのはなぜですかさないのはなぜですか？？？？

■■■■組織組織組織組織がががが奉仕活動奉仕活動奉仕活動奉仕活動のののの時間量時間量時間量時間量をををを把握把握把握把握しておきたいのであればしておきたいのであればしておきたいのであればしておきたいのであれば、、、、寄付金寄付金寄付金寄付金とととと同同同同じくじくじくじく奉仕報告奉仕報告奉仕報告奉仕報告をををを匿名匿名匿名匿名でででで出出出出せばすみますせばすみますせばすみますせばすみます。。。。
■■■■なぜなぜなぜなぜ開拓者開拓者開拓者開拓者のののの名前名前名前名前をををを発表発表発表発表するするするする必要必要必要必要があるのでしょうかがあるのでしょうかがあるのでしょうかがあるのでしょうか？？？？
　　「あなたの右の手がしていることを左の手に知らせてはなりません。」マタイ 6:3

■■■■開拓奉仕開拓奉仕開拓奉仕開拓奉仕をやったをやったをやったをやった方方方方がががが一般的一般的一般的一般的にはにはにはには「「「「霊性霊性霊性霊性がががが高高高高いいいい」」」」というというというという評価評価評価評価をされますをされますをされますをされます。。。。
■■■■以前以前以前以前はははは正規開拓正規開拓正規開拓正規開拓のののの基準基準基準基準がががが月月月月90時間時間時間時間でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、経済的経済的経済的経済的なななな負担負担負担負担をををを理由理由理由理由にににに月月月月70時間時間時間時間にににに基準基準基準基準がががが下下下下げられましたげられましたげられましたげられました。。。。

　　　　⇒⇒⇒⇒現在現在現在現在あなたはあなたはあなたはあなたは経済的経済的経済的経済的なななな負担負担負担負担がががが増増増増していますかしていますかしていますかしていますか？？？？（特に専業主婦である開拓者）

　　　　　　　　 そうでなければそうでなければそうでなければそうでなければ同同同同じじじじ90時間時間時間時間をををを入入入入れれれれ続続続続けていますかけていますかけていますかけていますか？？？？
　　　　⇒⇒⇒⇒もしもしもしもし来年組織来年組織来年組織来年組織がががが開拓奉仕開拓奉仕開拓奉仕開拓奉仕のののの時間時間時間時間をををを50時間時間時間時間にににに引引引引きききき下下下下げたらあなたのげたらあなたのげたらあなたのげたらあなたの奉仕時間奉仕時間奉仕時間奉仕時間もももも下下下下がりますかがりますかがりますかがりますか？？？？

　　　　⇒⇒⇒⇒もしもしもしもし組織組織組織組織がががが開拓奉仕開拓奉仕開拓奉仕開拓奉仕のののの取決取決取決取決めをめをめをめを無無無無くすとくすとくすとくすと発表発表発表発表したらあなたはしたらあなたはしたらあなたはしたらあなたは何時間入何時間入何時間入何時間入れますかれますかれますかれますか？？？？

　　　　⇒⇒⇒⇒なぜなぜなぜなぜ「「「「霊性霊性霊性霊性のののの高高高高ささささ」」」」のののの基準基準基準基準がががが上下上下上下上下するのでしょうかするのでしょうかするのでしょうかするのでしょうか？？？？ （霊性の安売り？）

　　　　⇒⇒⇒⇒開拓奉仕開拓奉仕開拓奉仕開拓奉仕のののの取決取決取決取決めはめはめはめは神神神神のののの基準基準基準基準とととと関係関係関係関係なくたんになくたんになくたんになくたんに組織組織組織組織のののの都合都合都合都合ではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうか？？？？
　　　　 （例：会員獲得、数字による評価。会衆は営業所でありノルマがある。巡回監督に聞いてください。）

■■■■ハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドン時時時時ににににイエスイエスイエスイエスはあなたにこういうとはあなたにこういうとはあなたにこういうとはあなたにこういうと思思思思いますかいますかいますかいますか????
　「○○兄弟は最初の20年は開拓奉仕をやったけど、最後の10年は奉仕時間が
　足りなかった。毎月あと10時間づつ多く奉仕にでていれば助かったのに…」

■■■■使途使途使途使途 5:42　　　　1世紀当時世紀当時世紀当時世紀当時、、、、集会集会集会集会はははは家家家家でででで行行行行われていましたわれていましたわれていましたわれていました。「。「。「。「家家家家からからからから家家家家へへへへ教教教教えたえたえたえた」」」」というのはというのはというのはというのはドアドアドアドアからからからからドアドアドアドアへというへというへというへという意味意味意味意味ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。

　　　　「彼らは毎日神殿で，また家から家へとたゆみなく教え，キリスト，イエスについての良いたよりを宣明し続けた」　使徒 5:42

■■■■ルカルカルカルカ 9:4  家家家家からからからから家家家家にいったのではなくにいったのではなくにいったのではなくにいったのではなく宿宿宿宿をををを探探探探すすすす指示指示指示指示であるであるであるである。。。。

「どこでも家の中に入ったなら，そこにとどまりそこにとどまりそこにとどまりそこにとどまり，その後そこを去りなさい。」　ルカ 9:4

「「「「霊霊霊霊のののの神神神神」」」」はははは人人人人をををを「「「「物質的物質的物質的物質的」」」」なななな行動基準行動基準行動基準行動基準によってによってによってによって計計計計りませんりませんりませんりません。。。。

カトリックカトリックカトリックカトリックはははは霊性霊性霊性霊性をををを寄付額寄付額寄付額寄付額でででで換算換算換算換算。。。。エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人はははは奉仕時間奉仕時間奉仕時間奉仕時間でででで換算換算換算換算。。。。
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組織拡大組織拡大組織拡大組織拡大ははははエホバエホバエホバエホバのののの祝福祝福祝福祝福？？？？
全ての小さな教団はカルト教団として始まる。最初に信者を獲得していかないといけないため強い結束力が求められる。そのため、自分たちより大きな
宗教を攻撃する。マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング用語用語用語用語でいうとでいうとでいうとでいうと「「「「差別化差別化差別化差別化」」」」にあたる。また小さな駆け出し教団なので布教活動に焦点をおく。カトリックのように大きくなると
「Orthodox＝正当派」と名乗り布教活動をしなくても良くなる。

最初最初最初最初はどのはどのはどのはどの組織組織組織組織・・・・企業企業企業企業もももも急激急激急激急激にににに成長成長成長成長するするするする時期時期時期時期がありがありがありがあり、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち飽和状態飽和状態飽和状態飽和状態になるになるになるになる。。。。
組織の急成長はエホバの祝福とは関係ない自然な法則である。でなければ日本で会員の伸びが飽和状態だという事はエホバからの祝福が減ったとい

う事なのだろうか？サタンが邪魔しているというが、そうであればなぜなぜなぜなぜ最初最初最初最初ははははエホバエホバエホバエホバのののの祝福祝福祝福祝福があってがあってがあってがあって今今今今はないのだろうかはないのだろうかはないのだろうかはないのだろうか？？？？それともエホバは

サタンに押し戻される事があるというのだろうか？どの時期にどの土地で、人人人人がががが増増増増えてえてえてえて（エホバの祝福）、人人人人がががが増増増増えないかえないかえないかえないか（サタンの邪魔）、エホバとサタ

ンの間で協議でもしているのだろうか？エホバエホバエホバエホバのどういうごのどういうごのどういうごのどういうご意志意志意志意志があればがあればがあればがあれば「「「「サタンサタンサタンサタンにににに邪魔邪魔邪魔邪魔されてもされてもされてもされても良良良良いいいい時期時期時期時期」」」」がががが決定決定決定決定されるのであろうかされるのであろうかされるのであろうかされるのであろうか？？？？

増加増加増加増加はははは祝福祝福祝福祝福？？？？

考考考考ええええ方方方方のののの矛盾矛盾矛盾矛盾：：：：
■■■■ノアノアノアノアのののの洪水洪水洪水洪水ではたったのではたったのではたったのではたったの8人人人人しかしかしかしか生生生生きききき残残残残らなかったのではないからなかったのではないからなかったのではないからなかったのではないか。。。。

■■■■大勢大勢大勢大勢がががが属属属属するするするするカトリックカトリックカトリックカトリックははははサタンサタンサタンサタンにににに惑惑惑惑わされているわされているわされているわされている証拠証拠証拠証拠であるであるであるである。。。。
■■■■イエスイエスイエスイエスはははは狭狭狭狭いいいい門門門門をををを通通通通れといわなかっただろうかれといわなかっただろうかれといわなかっただろうかれといわなかっただろうか？？？？
■■■■組織組織組織組織のののの予言予言予言予言がががが外外外外れてれてれてれて人人人人がががが離離離離れるとれるとれるとれると「「「「ふるいふるいふるいふるい落落落落とされてとされてとされてとされて選別選別選別選別されたされたされたされた」」」」というというというという。。。。

『『『『人人人人がががが少少少少ないからこそないからこそないからこそないからこそ真真真真のののの組織組織組織組織であるであるであるである。』。』。』。』
それなのにそれなのにそれなのにそれなのに、、、、世界中世界中世界中世界中でででで同同同同じじじじ音信音信音信音信をををを宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えているえているえているえている教団教団教団教団としてはとしてはとしてはとしては

一番信者一番信者一番信者一番信者がががが多多多多いいいいことをことをことをことを真真真真のののの宗教宗教宗教宗教のののの根拠根拠根拠根拠とするのはとするのはとするのはとするのは何故何故何故何故なのだろうかなのだろうかなのだろうかなのだろうか？？？？
組織組織組織組織がががが拡大拡大拡大拡大したらしたらしたらしたら悲悲悲悲しみしみしみしみ、、、、会員会員会員会員がががが減減減減ったらったらったらったら「「「「選別選別選別選別されたされたされたされた」」」」とととと喜喜喜喜ぶべきであるぶべきであるぶべきであるぶべきである。。。。
「「「「少少少少ないないないない」」」」こそがこそがこそがこそが正義正義正義正義ではなかろうかではなかろうかではなかろうかではなかろうか。。。。

ダビデダビデダビデダビデははははイスラエルイスラエルイスラエルイスラエルのののの人口人口人口人口のののの拡大拡大拡大拡大をををを誇誇誇誇ったからったからったからったから罰罰罰罰せられたせられたせられたせられた。。。。
霊霊霊霊のののの神神神神はははは物質物質物質物質のののの数字数字数字数字にににに重重重重きをおかれないきをおかれないきをおかれないきをおかれない。。。。組織組織組織組織のののの会員会員会員会員をををを数数数数えてえてえてえて発表発表発表発表するとはするとはするとはするとはエホバエホバエホバエホバはどうはどうはどうはどう思思思思われるのだろうかわれるのだろうかわれるのだろうかわれるのだろうか？？？？
24242424 ときに，再びエホバの怒りがイスラエルに向かって燃えた。ある者がダビデを駆り立てて彼らに向かわせ，「さあ，イスラエルとユダを数えなさい」と言ったと
きのことである。2222 それで，王は彼と共にいた軍勢の長ヨアブに言った，「どうか，ダンからベエル･シェバまで，イスラエルの全部族の中を行き巡って，あなた方
は民を登録してもらいたい。そうすれば，わたしは確かに民の数を知ることになろう」。10101010 ところで，ダビデがこのように民を数えた後，その心は彼を打ちはじめ

た。そこでダビデはエホバに言った，「私は自分のしたことで，大いに罪をおかしました。それで今，エホバよ，どうか，この僕のとがを見逃してください。私は本
当に愚かなことを致しましたので」。サムエル第二24:1
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地獄地獄地獄地獄からのからのからのからの自由自由自由自由？？？？

証人証人証人証人たちはたちはたちはたちは地獄地獄地獄地獄のののの恐恐恐恐れかられかられかられから
自由自由自由自由になったといいますがになったといいますがになったといいますがになったといいますが……

新新新新しいしいしいしい恐怖恐怖恐怖恐怖をををを子供子供子供子供のののの時時時時からからからから
洗脳洗脳洗脳洗脳されていますされていますされていますされています。。。。

あなたはあなたはあなたはあなたは何何何何からからからから何何何何へへへへ自由自由自由自由にされたのでしょうかにされたのでしょうかにされたのでしょうかにされたのでしょうか？？？？

変変変変わっただけのわっただけのわっただけのわっただけの束縛束縛束縛束縛のののの対象対象対象対象：：：：
■■■■エホバエホバエホバエホバへのへのへのへの献身献身献身献身　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　サタンサタンサタンサタンへのへのへのへの恐恐恐恐れのれのれのれの強調強調強調強調
■■■■偽偽偽偽りのりのりのりの教理教理教理教理からのからのからのからの開放開放開放開放　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　出版物出版物出版物出版物へのへのへのへの束縛束縛束縛束縛
■■■■霊性霊性霊性霊性のののの換算換算換算換算　　　　寄付額寄付額寄付額寄付額　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　奉仕時間奉仕時間奉仕時間奉仕時間
■■■■様様様様々々々々なななな伝統伝統伝統伝統からのからのからのからの開放開放開放開放　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　時間的時間的時間的時間的なななな束縛束縛束縛束縛（（（（常常常常にににに奉仕奉仕奉仕奉仕、、、、集会集会集会集会））））
■■■■世世世世のののの人人人人からのからのからのからの守守守守りりりり　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　選民意識選民意識選民意識選民意識とととと仲間仲間仲間仲間へのへのへのへの依存意識依存意識依存意識依存意識
■■■■世界的世界的世界的世界的なななな兄弟愛兄弟愛兄弟愛兄弟愛　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　世世世世のののの人人人人にににに対対対対するするするする恐恐恐恐れとれとれとれと侮蔑侮蔑侮蔑侮蔑
■■■■霊的霊的霊的霊的なななな喜喜喜喜びびびび　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　ハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンへのへのへのへの恐怖心恐怖心恐怖心恐怖心
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マインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールをするをするをするをするカルトカルトカルトカルトのののの八八八八つのつのつのつの特徴特徴特徴特徴 　　　　http://www.jca.apc.org/~resqjw/watters/appendixc.html　　　　からのからのからのからの抜粋抜粋抜粋抜粋

1961年年年年、、、、ロバートロバートロバートロバート・・・・リフトンリフトンリフトンリフトンはははは、、、、中国共産党中国共産党中国共産党中国共産党のののの支配支配支配支配するするするする中国中国中国中国でのでのでのでのアメリカアメリカアメリカアメリカ人戦争捕虜人戦争捕虜人戦争捕虜人戦争捕虜にににに及及及及んだんだんだんだマインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールのののの効果効果効果効果をををを研究研究研究研究

したしたしたした後後後後、、、、そのそのそのそのテーマテーマテーマテーマにににに沿沿沿沿ってもっともってもっともってもっともってもっとも信頼信頼信頼信頼できるできるできるできる書書書書、「、「、「、「全体主義全体主義全体主義全体主義のののの思想改造思想改造思想改造思想改造とととと心理学心理学心理学心理学」」」」をををを著著著著わしたわしたわしたわした。。。。リフトンリフトンリフトンリフトンはそのはそのはそのはその書書書書のののの２２２２２２２２章章章章でででで、、、、

政治政治政治政治カルトカルトカルトカルトやややや宗教宗教宗教宗教カルトカルトカルトカルトやややや心理心理心理心理カルトカルトカルト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マインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールのののの８８８８つのつのつのつの基準基準基準基準をををを概説概説概説概説するするするする。。。。

マインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールマインドコントロール①①①①

①①①①　　　　環境統制環境統制環境統制環境統制（（（（Milier Control））））

批判的な考えを引き起こす元成員の作ったものならどのような本も、映画も、証言も、あるいは集団に批判的なものだったら、すべて忌避される。新しい

加入者への情報情報情報情報はははは母母母母なるなるなるなる組織組織組織組織からそれぞれからそれぞれからそれぞれからそれぞれ細心細心細心細心のののの注意注意注意注意をををを払払払払ってってってって与与与与えられるえられるえられるえられる。。。。彼らが組織の考えから取り残されないよう、また、組織に先回りしないよう

に全員が監視される。

②②②②　　　　神秘的神秘的神秘的神秘的なななな操操操操りりりり

もし、何らかの理由で誰かが脱会するなら、彼らの上にふりかかる事故や病気は、常に神の罰のせいにされる。天使天使天使天使はははは忠実忠実忠実忠実なななな者者者者のためにのためにのためにのために常常常常にににに働働働働いていいていいていいてい

るるるると教えられ、彼らの内にどれほど神が実際に不思議なことをしているか風説が流される。なぜなら、それが「真理」だからだ。

③③③③　　　　純粋性純粋性純粋性純粋性のののの需要需要需要需要

このこのこのこの世世世世はははは黒黒黒黒かかかか白白白白かしかないかしかないかしかないかしかない。。。。訓練された良心に基づいて個人的な決断をする余地はほとんどない。カルトの文書で教えられるように、カルトの指導は集

団のイデオロギーに従って設計される。カルトカルトカルトカルトとのとのとのとの関係関係関係関係にににに従従従従ってってってって、、、、人人人人でもでもでもでも組織組織組織組織でもでもでもでも、、、、善良善良善良善良かかかか、、、、悪魔悪魔悪魔悪魔かにかにかにかに色分色分色分色分けされるけされるけされるけされる。。。。…すべてが分極化され、過剰に単純

化されている…悪魔に区分されるものは、すべて、避けるべきものであり、カルトのイデオロギーへに熱中すればる純粋性が達成できる。

④④④④　　　　告白告白告白告白ののののカルトカルトカルトカルト

組織組織組織組織がががが定定定定めためためためた重大重大重大重大なななな罪罪罪罪はははは、、、、はっきりとはっきりとはっきりとはっきりと告白告白告白告白されるべきだされるべきだされるべきだされるべきだ。。。。もし成員が規則に逆らって歩んでいると分かれば、報告されなければならない。ほとんどの場

合、告白をして自らの堕落から希望を引き出す傾向がある。

⑤⑤⑤⑤　「　「　「　「聖聖聖聖なるなるなるなる」」」」科学科学科学科学

このイデオロギーイデオロギーイデオロギーイデオロギーはははは疑疑疑疑いをはさむにはとてもいをはさむにはとてもいをはさむにはとてもいをはさむにはとても「「「「神聖神聖神聖神聖」」」」である。指導者指導者指導者指導者にはにはにはには尊敬尊敬尊敬尊敬がががが求求求求められるめられるめられるめられる。どんな矛盾もない絶対的な真理であるかのように見せかけ

て、カルトのイデオロギーは、攻撃されるすきのない論理を所有するための大げさな主張を仕立て上げる。

⑥⑥⑥⑥　　　　詰詰詰詰めめめめ込込込込まれたことばまれたことばまれたことばまれたことば

「考えを切り上げるきまり文句」の使用。たとえば、ものみの塔では、それ以上余計に考える価値の無いものにするため、「「「「真理真理真理真理」」」」やややや「「「「母母母母なるなるなるなる組織組織組織組織」、「」、「」、「」、「新新新新しししし

いいいい体制体制体制体制」、「」、「」、「」、「背教者背教者背教者背教者」、「」、「」、「」、「世的世的世的世的なななな」」」」のようなのようなのようなのような表現表現表現表現を用いる。

⑦⑦⑦⑦　　　　個人個人個人個人にににに及及及及ぼすぼすぼすぼす教義教義教義教義

個人個人個人個人のののの経験経験経験経験はははは教義教義教義教義よりもよりもよりもよりも劣劣劣劣っているっているっているっている。。。。カルトカルトカルトカルトのののの歴史歴史歴史歴史はははは、、、、カルトカルトカルトカルトのののの教義教義教義教義のののの論理論理論理論理にににに合合合合うようにうようにうようにうように変更変更変更変更されるされるされるされる。。。。個人はカルトの役に立つかどうかの鋳型に合ってい

るときだけ、価値がある。

⑧⑧⑧⑧　　　　生存生存生存生存のののの施施施施しししし

カルトカルトカルトカルトはははは誰誰誰誰がががが生生生生きるきるきるきる「「「「権利権利権利権利」」」」をををを持持持持つかつかつかつか、、、、誰誰誰誰がそれをがそれをがそれをがそれを持持持持たないかをたないかをたないかをたないかを決定決定決定決定するするするする。。。。悪魔悪魔悪魔悪魔にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ義人義人義人義人のののの最終戦争最終戦争最終戦争最終戦争にににに誰誰誰誰がががが滅滅滅滅びるかびるかびるかびるか決決決決めるのはめるのはめるのはめるのはカルトカルトカルトカルトだだだだ。。。。指導者指導者指導者指導者

はどのはどのはどのはどの歴史書歴史書歴史書歴史書がががが正確正確正確正確かかかか、、、、どのどのどのどの歴史書歴史書歴史書歴史書がががが偏向偏向偏向偏向しているかしているかしているかしているか決決決決めるめるめるめる。。。。
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マインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールマインドコントロール②②②②

マインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールのののの20のののの特徴特徴特徴特徴 ⇒⇒⇒⇒方法方法方法方法

①　絶対的な権威を持った存在。　⇒本部や教祖

②　「真理」とされる教理・教義の存在。

③　神と人間の間の唯一つの経路と主張。

④　信者を罪悪感と恐れにより呪縛する。

⑤　信者と未信者の間に強い境界線を設ける。

⑥　厳格な生活様式と多大な奉仕・貢献度を求める。

⑦　神よりも組織に対する忠誠心に焦点が置かれる。

⑧　信者は組織に対する本音・反対意見を隠したがる。

⑨　個人の考え、組織に対する批判的な意見を抑圧する。

⑩　厳しい規律を信者に求める。　⇒乾杯、剣道

⑪　他の宗教団体を攻撃する。

⑫　組織から離れる行為は非常に困難で痛みを伴う。

⑬　閉ざされた情報環境。　⇒出版物のみで外の情報は遮断

⑭　ラベル行為（組織から離れた人を「背教者」「解脱者」等）。

⑮　個人の存在より行動そのものが重要である。⇒奉仕が重要

⑯　特定の奉仕行為を行う事により仲間からの愛が示される。

⑰　聖句の意味を歪曲する。　⇒書いてない事の解釈

⑱　恐れにフォーカス。⇒常にサタンと惑わしの恐怖

⑲　信者を教団から外すという恐れの取決め。　⇒排斥

⑳　世俗の教育は悪いか必要がないかのように見なす。

団体団体団体団体によるによるによるによる洗脳洗脳洗脳洗脳はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの特徴特徴特徴特徴をををを利用利用利用利用しますしますしますします。。。。

カルトカルトカルトカルト教団教団教団教団のののの20のののの特徴特徴特徴特徴 ⇒⇒⇒⇒結果結果結果結果

①　絶対的な教理を有し理解していなくても事も従うように求められる。

②　教理は全ての行動・言動の規範となり異論を差し挟んではならない。

③　外の教団は神聖でないとし敵対視する。

④　教団に対して外からの中傷・迫害などの陰謀・策略があるとする。

⑤　個人の独自の考えがあってはならない。

⑥　神によって選ばれているというエリート意識。

⑦　常に神によって見張られており、罪悪感で信者を支配する。

⑧　信者は自分自身よりも教団の権威を信用する。

⑨　教団を離れると神から戒められると脅す。

⑩　教団を離れる理由はありえないとし、仮に脱退すると

　　「愛されていた仲間」からの怒り、憎しみ、中傷を受ける。

⑪　与えられた任務に対して緊急感を抱き常に忙しい状態にある。

⑫　世の終わりは近いが信者への報いは大きいと教えられる。

⑬　「真理」はその時の状況に合わせて変化する。

⑭　信者は仲間からの愛とサポートに依存しそれらを失う事を怖れる。

⑮　家族愛。信者になると仲間からの是認・容認・賛美を得られる。

⑯　同じ信者とのみと大半の時間を過ごすようになる。

⑰　信者は同じようなしゃべり方、行動様式を持っている。

⑱　教団の信条から外れると疎外される。

⑲　信者は同じ信条を離れた「元信者」との接触を禁じられる。

⑳　外面的でも喜びを常に表すように求められる。

JW以外以外以外以外のののの他他他他ののののカルトカルトカルトカルト教団教団教団教団にもにもにもにも見見見見られるられるられるられる特徴特徴特徴特徴ですですですです。。。。

一番謙遜一番謙遜一番謙遜一番謙遜でででで傲慢傲慢傲慢傲慢なななな性格性格性格性格のののの人人人人たちたちたちたち：：：：
洗脳は家庭聖書研究を通じて1対1で長い期間をかけて、出版物の意向に沿うように同同同同じじじじ質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし行行行行いいいい当人当人当人当人のののの考考考考えをえをえをえを「「「「調整調整調整調整」」」」してゆきます。自分

たちは家の人に「心を開いて耳を傾ける」ように進めながら、自分たちは他の信条に耳を傾ける事はしません。割当や実演は組織からの詳細な指示によっ
て内容・筋書きを決められており、個人の解釈による幅は最小限におさえられます（例：たんなる朗読の割当）。そして常に同じ信者同士で「励ましあう」事
により見えない呪縛を強化します。世界一致世界一致世界一致世界一致をををを望望望望んでいるといいながらんでいるといいながらんでいるといいながらんでいるといいながら他他他他のののの教団教団教団教団をををを断罪断罪断罪断罪しししし分裂分裂分裂分裂のののの一因一因一因一因をつくりだしますをつくりだしますをつくりだしますをつくりだします。。。。家族愛を説きながら他の信条を容
認しないため分裂を持ち込みます。未信者のご主人の稼ぎから寄付をしながら「改宗しないと謙遜じゃないから滅ぼされる」と世の人扱いします。他の信条
も認めるとは口でいいますが、自分たちの信条を去った人間を「サタン」と侮蔑します。これは神神神神のののの名名名名においてにおいてにおいてにおいて人人人人をををを裁裁裁裁くというくというくというくという聖霊聖霊聖霊聖霊にににに対対対対するするするする立派立派立派立派なななな冒涜冒涜冒涜冒涜ですですですです。。。。
これが謙遜で柔和で義を愛すると唱えている人たちのやっていることです。
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http://www.geocities.com/Athens/Agora/3207/knowl_0.htm#
からの抜粋

■■■■マインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールマインドコントロール

マインド・コントロールとは、自分の考えがなくなり、他の人の言うことが、あたかも自分の意見であ
るかのようになってしまうことです。
一つ一つの教えは聖書に基づいていなくても、全体としては聖書の教えになる、などという理屈は
どこの世界でも通じません。ところが、エホバの証人は別です。一つ一つは聖書的でなくても、全体
としては聖書の教えになるのです。どうしてでしょうか。答えは簡単です。統治体がそう教えている
からです。結局、エホバの証人は、聖書を信じているのではなく、統治体を信じているのです。

■■■■誤誤誤誤ったったったった聖句聖句聖句聖句のののの引用引用引用引用についてについてについてについて

『知識』は、聖書の言葉をたくさん使って、ものみの塔の教えを説いています。しかし、その聖句の引
用の仕方は、一般のルールに照らしても、まったく逸脱したものです。恐らく、これほどいいかげん
な引用をしている書物は他にないでしょう。

聖書は、誰が読んでも理解できるものではないでしょうか。ものみの塔は、そうは考えません。聖書
を解釈する特別な人が必要だと言います。ものみの塔の統治体です。はたしてそうでしょうか。パウ
ロの手紙は、手紙を受け取ったすべての人が読んで分かったのではないでしょうか。それとも、特
別な人しか理解できず、他の人々は、理解できる一部の人々の解説を必要とした、とでも言うので
しょうか。決して、そんなはずはありません。パウロ自身がこう述べているではありませんか。

　
「「「「実際実際実際実際わたしたちはわたしたちはわたしたちはわたしたちは、、、、あなたあなたあなたあなた方方方方がよくがよくがよくがよく知知知知っていることっていることっていることっていること、、、、またはまたはまたはまたは悟悟悟悟りうることりうることりうることりうること以外以外以外以外にはにはにはには、、、、何何何何もあなたもあなたもあなたもあなた方方方方にににに
書書書書いていないからですいていないからですいていないからですいていないからです。。。。またそれはまたそれはまたそれはまたそれは、、、、終終終終わりまであなたわりまであなたわりまであなたわりまであなた方方方方がががが引引引引きききき続続続続きききき悟悟悟悟れるようであってれるようであってれるようであってれるようであって欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと思思思思
うううう事柄事柄事柄事柄なのですなのですなのですなのです。」（。」（。」（。」（ⅡⅡⅡⅡコリントコリントコリントコリント1:13））））

マインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールマインドコントロール③③③③
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真真真真のののの組織組織組織組織であるであるであるである証証証証

奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級をををを信頼信頼信頼信頼しているしているしているしているあなたのあなたのあなたのあなたの根拠根拠根拠根拠はははは何何何何ですかですかですかですか？？？？

■■■■真真真真のののの宗教宗教宗教宗教はははは愛愛愛愛によってによってによってによって見分見分見分見分けられるけられるけられるけられる。。。。

　　　　 ⇒⇒⇒⇒　　　　一般一般一般一般のののの人人人人（（（（親族親族親族親族、、、、近所近所近所近所、、、、同僚同僚同僚同僚、、、、世間世間世間世間））））ははははエホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人だけにだけにだけにだけに愛愛愛愛があるとはがあるとはがあるとはがあるとは認認認認めていますかめていますかめていますかめていますか？？？？

■■■■実実実実によってによってによってによって見分見分見分見分けられるけられるけられるけられる。。。。

　　　　 ⇒⇒⇒⇒　　　　一連一連一連一連ののののスキャンダルスキャンダルスキャンダルスキャンダルややややオカルトオカルトオカルトオカルト要素要素要素要素ははははエホバエホバエホバエホバのののの霊霊霊霊をををを反映反映反映反映していますかしていますかしていますかしていますか？？？？（JW解約①②③を参照）

■■■■一件一件一件一件づつづつづつづつ世界中世界中世界中世界中にににに宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えているのはえているのはえているのはえているのは組織組織組織組織だけであるだけであるだけであるだけである。。。。

　　　　 ⇒⇒⇒⇒　　　　創価学会創価学会創価学会創価学会ももももモルモンモルモンモルモンモルモンもももも熱心熱心熱心熱心にににに宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えていますえていますえていますえています。。。。家家家家をををを一軒一軒一軒一軒づつづつづつづつ回回回回るかはるかはるかはるかは「「「「方法論方法論方法論方法論」」」」のののの違違違違いですいですいですいです。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　世界中世界中世界中世界中というならというならというならというならカトリックカトリックカトリックカトリックのののの方方方方がががが音信音信音信音信をををを確実確実確実確実にににに全全全全てのてのてのての国国国国にににに広広広広めましためましためましためました⇒⇒⇒⇒三位一体三位一体三位一体三位一体。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　まずまずまずまず最初最初最初最初にににに一番重要一番重要一番重要一番重要なのはなのはなのはなのは「「「「何何何何をををを述述述述べべべべ伝伝伝伝えいるかえいるかえいるかえいるか」」」」ではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうか？？？？

■■■■理解理解理解理解できないできないできないできない事事事事があったとしてもがあったとしてもがあったとしてもがあったとしても組織組織組織組織へのへのへのへの従順従順従順従順さとさとさとさと謙遜謙遜謙遜謙遜がががが一番重要一番重要一番重要一番重要。。。。

　　　　 ⇒⇒⇒⇒　　　　エホバエホバエホバエホバはははは盲信盲信盲信盲信のののの信仰信仰信仰信仰をををを求求求求めているということでしょうかめているということでしょうかめているということでしょうかめているということでしょうか？？？？理性理性理性理性をををを持持持持ってってってって弁明弁明弁明弁明できますかできますかできますかできますか？？？？

■■■■奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級ががががエホバエホバエホバエホバにににに対対対対してしてしてして責任責任責任責任をををを負負負負っているのでっているのでっているのでっているので、、、、教理教理教理教理がががが一時的一時的一時的一時的にににに間違間違間違間違っていたとしてもっていたとしてもっていたとしてもっていたとしても信者信者信者信者はははは

　　　　責任責任責任責任をををを問問問問われないわれないわれないわれない。。。。だからだからだからだから細細細細かいかいかいかい矛盾点矛盾点矛盾点矛盾点をいちいちをいちいちをいちいちをいちいち掘掘掘掘りりりり下下下下げるげるげるげる必要必要必要必要はないはないはないはない。。。。

　　　　 ⇒⇒⇒⇒　　　　だとしたらだとしたらだとしたらだとしたらアカンアカンアカンアカンのののの罪罪罪罪にににに対対対対してしてしてしてイスラエルイスラエルイスラエルイスラエル全体全体全体全体がががが「「「「連帯責任連帯責任連帯責任連帯責任」」」」をををを負負負負ったのはなぜでしょうかったのはなぜでしょうかったのはなぜでしょうかったのはなぜでしょうか？？？？

　　　　　　　　　　　　　　　　背教背教背教背教したしたしたした祭司祭司祭司祭司についていったについていったについていったについていったユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人もももも裁裁裁裁かれてかれてかれてかれて流刑流刑流刑流刑されたのではないでしょうかされたのではないでしょうかされたのではないでしょうかされたのではないでしょうか？？？？

　　　　　　　　　　　　　　　　ナチスナチスナチスナチスのののの指導者指導者指導者指導者たちはたちはたちはたちはヒトラーヒトラーヒトラーヒトラーにににに従従従従ったということでったということでったということでったということで戦争犯罪戦争犯罪戦争犯罪戦争犯罪のののの判決判決判決判決をををを免免免免れますかれますかれますかれますか？？？？

■■■■組織組織組織組織のののの人間人間人間人間はははは不完全不完全不完全不完全だからだからだからだから時時時時にににに間違間違間違間違いをいをいをいを犯犯犯犯すことはあるすことはあるすことはあるすことはある。。。。預言者預言者預言者預言者ではないからではないからではないからではないから当然当然当然当然だだだだ。。。。

　　　　 ⇒⇒⇒⇒　　　　人間的人間的人間的人間的なななな間違間違間違間違いはあるかもしれませんがいはあるかもしれませんがいはあるかもしれませんがいはあるかもしれませんが、、、、神神神神のののの言葉言葉言葉言葉にににに関関関関してしてしてして間違間違間違間違ったったったった教教教教えをえをえをえを教教教教えるのであればえるのであればえるのであればえるのであれば、、、、

　　　　　　　　　　　　　　　　他他他他のののの教会教会教会教会とととと何何何何がががが違違違違うのでしょうかうのでしょうかうのでしょうかうのでしょうか？？？？預言者預言者預言者預言者でなければでなければでなければでなければ霊感霊感霊感霊感のののの助助助助けはけはけはけは本当本当本当本当にににに来来来来ているのでしょうかているのでしょうかているのでしょうかているのでしょうか？？？？

■■■■エホバエホバエホバエホバはいずれははいずれははいずれははいずれは全全全全てをてをてをてを正正正正されるのでされるのでされるのでされるのでエホバエホバエホバエホバのののの時時時時をををを待待待待つつつつ。。。。

　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　だとしたらだとしたらだとしたらだとしたら他他他他ののののキリストキリストキリストキリスト教団教団教団教団もいずれはもいずれはもいずれはもいずれは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？？？？

■■■■今今今今はははは理解理解理解理解できないことがあってもできないことがあってもできないことがあってもできないことがあっても組織組織組織組織にににに対対対対するするするする信頼信頼信頼信頼がががが大切大切大切大切。。。。

　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　あなたはあなたはあなたはあなたは一体一体一体一体「「「「何何何何をををを理解理解理解理解」」」」してしてしてして組織組織組織組織をををを信頼信頼信頼信頼しているのでしょうかしているのでしょうかしているのでしょうかしているのでしょうか？？？？

■■■■なんであれなんであれなんであれなんであれ最終的最終的最終的最終的にはにはにはには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であるれないかであるれないかであるれないかである。。。。

　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　これはこれはこれはこれは「「「「真理真理真理真理・・・・真実真実真実真実」」」」のののの問題問題問題問題ではなくてではなくてではなくてではなくて「「「「趣向性趣向性趣向性趣向性」」」」のののの問題問題問題問題ですかですかですかですか？？？？好好好好きかきかきかきか嫌嫌嫌嫌いかのいかのいかのいかの感情論感情論感情論感情論ですかですかですかですか？？？？

大抵の証人たちはこういいますが… もしあるもしあるもしあるもしある人人人人がこういったらがこういったらがこういったらがこういったら

うちの会社は最高である。皆、自己
犠牲的であり仲間意識も強い。誰が
見て我社が最高で、他の職場は最
悪に決まっている。うち以外の会社
はみんなイジワルでウソつきだ。

うちの家族は他のどの家庭よりも家
族内での愛が一番強くて最高だ。他
の家庭は愛もなく不幸に決まってい
る。どうせ不倫で家庭崩壊だろう。

私は世の中で一番模範的な生徒だ。
毎日正しいことをしている。学校で掃
除をしているし、人にも親切だ。先生
に対しても一番従順なので、他の生
徒は皆ダメな子ばっかりだと思う。

私は一番正しい信仰を持っているの
で、私の信条に同意してくれない人
は神から嫌われるに決まっている。

そいつはそいつはそいつはそいつは鼻持鼻持鼻持鼻持ちならないちならないちならないちならない
傲慢傲慢傲慢傲慢でででで義義義義にににに過過過過ぎたぎたぎたぎた奴奴奴奴だとだとだとだと
思思思思いませんかいませんかいませんかいませんか？？？？？？？？？？？？
当人当人当人当人がががが主観的主観的主観的主観的ににににそうそうそうそう主張主張主張主張
していればそれはしていればそれはしていればそれはしていればそれは事実事実事実事実なななな
のでしょうかのでしょうかのでしょうかのでしょうか？？？？

あなたのあなたのあなたのあなたの宗教団体宗教団体宗教団体宗教団体はははは
同同同同じことをじことをじことをじことを主張主張主張主張してしてしてして
いませんかいませんかいませんかいませんか？？？？
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組織組織組織組織はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの
聖句聖句聖句聖句をををを否定否定否定否定しますしますしますします。。。。

「「「「二人二人二人二人かかかか三人三人三人三人がわたしのがわたしのがわたしのがわたしの名名名名にににに
おいておいておいておいて共共共共にににに集集集集まっているとこまっているとこまっているとこまっているとこ
ろろろろにはにはにはには，，，，わたしもそのわたしもそのわたしもそのわたしもその中中中中にいにいにいにい
るからでするからでするからでするからです」。」。」。」。マタイマタイマタイマタイ18:20

「「「「さてさてさてさて，，，，[[[[ここここここここ（（（（べべべべレアレアレアレア））））のののの人人人人たちたちたちたち]]]]
ははははテサロニケテサロニケテサロニケテサロニケのののの人人人人たちよりたちよりたちよりたちより気気気気
持持持持ちがおおらかであったちがおおらかであったちがおおらかであったちがおおらかであった。。。。きききき
わめてわめてわめてわめて意欲的意欲的意欲的意欲的なななな態度態度態度態度ででででみみみみ言言言言
葉葉葉葉をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれ，，，，それがそのとそれがそのとそれがそのとそれがそのと
おりかどうかとおりかどうかとおりかどうかとおりかどうかと日日日日ごとにごとにごとにごとに聖書聖書聖書聖書
をををを注意深注意深注意深注意深くくくく調調調調べたのであるべたのであるべたのであるべたのである。。。。」」」」
使途使途使途使途17:1117:1117:1117:11

聖書聖書聖書聖書からからからから勉強勉強勉強勉強させないさせないさせないさせない

王国宣教王国宣教王国宣教王国宣教 2007年年年年9月号月号月号月号

あなたはあなたはあなたはあなたは仲間仲間仲間仲間とととと共共共共にににに聖書聖書聖書聖書にににに関関関関してしてしてして調調調調べるだけでべるだけでべるだけでべるだけで
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根拠根拠根拠根拠となりますとなりますとなりますとなります。。。。

聖書聖書聖書聖書のみからのみからのみからのみから同同同同じじじじ結論結論結論結論にににに
達達達達しないのであればしないのであればしないのであればしないのであれば、、、、
それはそれはそれはそれは本当本当本当本当にににに聖書聖書聖書聖書からのからのからのからの
真理真理真理真理といえますかといえますかといえますかといえますか？？？？
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■■■■初期初期初期初期のののの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時代時代時代時代はははは聖書研究者聖書研究者聖書研究者聖書研究者はそれぞれのはそれぞれのはそれぞれのはそれぞれの教会教会教会教会にににに通通通通いながらいながらいながらいながら、、、、聖書聖書聖書聖書にににに関関関関するするするする
　　　　自由自由自由自由なななな討論討論討論討論をするためにをするためにをするためにをするために自主的自主的自主的自主的にににに集集集集まっていたまっていたまっていたまっていた。。。。

■■■■組織組織組織組織ははははカトリックカトリックカトリックカトリックなどのなどのなどのなどのキリストキリストキリストキリスト教会教会教会教会がががが聖書聖書聖書聖書にににに根拠根拠根拠根拠がないがないがないがない教理教理教理教理をををを教教教教えているとしえているとしえているとしえているとし、、、、
　　　　それらをそれらをそれらをそれらを受受受受けけけけ入入入入れないれないれないれない信者信者信者信者にににに過去過去過去過去においてにおいてにおいてにおいて異端審問異端審問異端審問異端審問をををを行行行行ってきたとってきたとってきたとってきたと糾弾糾弾糾弾糾弾しているしているしているしている。。。。

■■■■ところがところがところがところが組織内組織内組織内組織内でででで聖書聖書聖書聖書にににに関関関関するするするする自由自由自由自由なななな討論討論討論討論をしようとするとをしようとするとをしようとするとをしようとすると背教扱背教扱背教扱背教扱いされるいされるいされるいされる。。。。

■■■■背教背教背教背教のののの疑惑疑惑疑惑疑惑がかけられるとがかけられるとがかけられるとがかけられると関係者関係者関係者関係者をををを特定特定特定特定するためにするためにするためにするために「「「「魔女狩魔女狩魔女狩魔女狩りりりり」」」」がががが始始始始まるまるまるまる。。。。

■■■■出版物出版物出版物出版物のののの内容内容内容内容をををを100%受受受受けけけけ入入入入れないとれないとれないとれないと審理委員会審理委員会審理委員会審理委員会というというというという名名名名のもとにのもとにのもとにのもとに「「「「異端審問異端審問異端審問異端審問」」」」にかけられるにかけられるにかけられるにかけられる。。。。

■■■■組織組織組織組織のののの主張主張主張主張をををを100%受受受受けけけけ入入入入れないとれないとれないとれないと、、、、「「「「神神神神のののの名名名名においてにおいてにおいてにおいて裁裁裁裁かれかれかれかれ」」」」てててて排斥排斥排斥排斥されるされるされるされる。。。。

■■■■排斥者排斥者排斥者排斥者はははは「「「「サタンサタンサタンサタンにににに惑惑惑惑わされたわされたわされたわされた」」」」背教者背教者背教者背教者とととといういういういう扱扱扱扱いをうけるいをうけるいをうけるいをうける。。。。

異端審問異端審問異端審問異端審問？？？？

他他他他のののの宗教宗教宗教宗教とととと違違違違いいいい、、、、自由自由自由自由にににに聖書聖書聖書聖書をををを研究研究研究研究するするするする人人人人たちのたちのたちのたちの集集集集まりであったはずまりであったはずまりであったはずまりであったはずですがですがですがですが

　　　　少少少少しでもしでもしでもしでも出版物出版物出版物出版物とととと違違違違うううう発言発言発言発言をするとをするとをするとをすると背教扱背教扱背教扱背教扱いされいされいされいされ異端審問異端審問異端審問異端審問ににににあいますあいますあいますあいます。。。。

　　　　真理真理真理真理によりによりによりにより本当本当本当本当にににに自由自由自由自由にされたのでにされたのでにされたのでにされたのでしょうかしょうかしょうかしょうか？？？？

イエスイエスイエスイエスですらですらですらですら地上地上地上地上にににに人人人人をををを裁裁裁裁きにこなかったのにきにこなかったのにきにこなかったのにきにこなかったのに、、、、裁裁裁裁きのきのきのきの日日日日よりもよりもよりもよりも前前前前にににに人人人人をををを神神神神のののの名名名名にににに
おいておいておいておいて裁裁裁裁くくくく行為行為行為行為ははははエホバエホバエホバエホバとととと聖霊聖霊聖霊聖霊にににに対対対対するするするする冒涜冒涜冒涜冒涜ではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうか？？？？
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神神神神とととと宗教宗教宗教宗教とあなたとあなたとあなたとあなた
神神神神へのへのへのへの信仰信仰信仰信仰はははは本来個人本来個人本来個人本来個人のののの主観主観主観主観によってしかによってしかによってしかによってしか体験体験体験体験できないできないできないできないものですものですものですものです。。。。宗教宗教宗教宗教とはとはとはとは神神神神とのとのとのとの体験体験体験体験をををを組織的組織的組織的組織的にににに画一的画一的画一的画一的なななな基準基準基準基準でででで
定義定義定義定義しようとするしようとするしようとするしようとする試試試試みですみですみですみです。。。。人人人人がががが集集集集まりまりまりまり組織組織組織組織をををを成成成成すとすとすとすと必必必必ずずずず共有共有共有共有されるべきされるべきされるべきされるべきルールルールルールルールがががが設置設置設置設置されますされますされますされます。。。。教団教団教団教団ができあがるとができあがるとができあがるとができあがると

「「「「ルールルールルールルール＝＝＝＝教理教理教理教理、、、、規律規律規律規律、、、、儀式儀式儀式儀式」」」」によりによりによりにより客観的客観的客観的客観的なななな同同同同じじじじ方法方法方法方法でででで神神神神をををを体験体験体験体験するようにするようにするようにするように方法論方法論方法論方法論をををを押押押押しししし付付付付けられますけられますけられますけられます。。。。

従従従従ってってってって人人人人がががが感感感感じるじるじるじる「「「「神神神神とのとのとのとの体験方法体験方法体験方法体験方法」」」」をををを宗教宗教宗教宗教はははは強制的強制的強制的強制的にににに定義定義定義定義しようとしますしようとしますしようとしますしようとします。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの宗教宗教宗教宗教はあなたとはあなたとはあなたとはあなたと神神神神のののの間間間間にににに組織組織組織組織をををを
置置置置かないといけないとかないといけないとかないといけないとかないといけないと主張主張主張主張しますかしますかしますかしますか？？？？あなたのあなたのあなたのあなたの忠誠心忠誠心忠誠心忠誠心はははは「「「「神神神神」」」」にににに対対対対してですかしてですかしてですかしてですか？「？「？「？「組織組織組織組織」」」」にににに対対対対してですかしてですかしてですかしてですか？？？？
神神神神とととと組織組織組織組織のののの存在存在存在存在がががが同等同等同等同等ということはありえないのでということはありえないのでということはありえないのでということはありえないので、、、、どちらかがどちらかがどちらかがどちらかが優先優先優先優先されますされますされますされます。。。。ではではではでは組織組織組織組織のののの主張主張主張主張とととと神神神神のののの主張主張主張主張にににに食食食食いいいい違違違違
いがあったいがあったいがあったいがあった時時時時はどうしますかはどうしますかはどうしますかはどうしますか？？？？いずれはいずれはいずれはいずれは神神神神がががが正正正正しますかしますかしますかしますか？？？？そうであればそうであればそうであればそうであれば他他他他のののの教団教団教団教団もももも正正正正されるのではないでしょうかされるのではないでしょうかされるのではないでしょうかされるのではないでしょうか？？？？もももも
しそうならあなたのしそうならあなたのしそうならあなたのしそうならあなたの信条信条信条信条・・・・教団教団教団教団がががが他他他他のののの人人人人のののの信条信条信条信条・・・・教団教団教団教団よりよりよりより勝勝勝勝っているというっているというっているというっているという事事事事はありえますかはありえますかはありえますかはありえますか？？？？ないのであればないのであればないのであればないのであれば「「「「人人人人をををを救救救救
うううう布教活動布教活動布教活動布教活動」」」」というというというという考考考考えはおこがましいえはおこがましいえはおこがましいえはおこがましい考考考考えではないでしょうかえではないでしょうかえではないでしょうかえではないでしょうか？？？？真真真真のののの平和平和平和平和はははは多様性多様性多様性多様性をををを認認認認めるところからめるところからめるところからめるところから始始始始まりますまりますまりますまります。。。。
アーメンアーメンアーメンアーメン

神神神神とととと光光光光とあなたとあなたとあなたとあなた

組織組織組織組織はははは「「「「光光光光がががが増増増増すすすす」」」」につれてにつれてにつれてにつれて教理教理教理教理はははは常常常常にににに修正修正修正修正されるとされるとされるとされると主張主張主張主張しますしますしますします。。。。
しかしそれはしかしそれはしかしそれはしかしそれは一一一一つのつのつのつの事柄事柄事柄事柄ががががよりよりよりより詳細詳細詳細詳細にににに分分分分かるようになったというかるようになったというかるようになったというかるようになったという意味意味意味意味ですですですです。。。。

もしもしもしもし新新新新しいしいしいしい理解理解理解理解がががが以前以前以前以前のののの教理教理教理教理をををを覆覆覆覆すようであればすようであればすようであればすようであれば、、、、それはそれはそれはそれは「「「「新新新新しいしいしいしい別別別別のののの光光光光」」」」でありでありでありであり、、、、
『『『『光光光光のすりのすりのすりのすり替替替替ええええ』』』』にしかにしかにしかにしか過過過過ぎませんぎませんぎませんぎません。。。。
例えでいうと、暗闇で光が徐々に明るくなるにつれてある人影から人の顔がよりハッキリと見えてくるのが
「光が増す」という意味です。もし明るくなるにつれ「今度は人物でなく車が見えてきた」というなら、
明らかにその人はただの盲目でしょう。
それでは今までの組織の教理の変更内容は「光が増した」結果ですか？それとも「「「「違違違違うううう光光光光」」」」ですか？

明明明明らかにらかにらかにらかに違違違違うううう光光光光であるであるであるである教義教義教義教義のののの変更変更変更変更：：：：
■輸血は一切禁止　⇒　特定の血の成分であれば良い。（ショートケーキを食べてはダメだが、クリームをとれば食べれる？）
■一世代のうちに終わりが来る　⇒　世代とは時代を指す。（結局分からないのであれば終わりは近くないのではないか？）
■1935年に天的級は集め終わった　⇒　実はまだ完結していない。（初穂が集め終わっていないのであればあなたは何者？）

■「啓示の本」の解釈の大幅な訂正リスト。■常に変更される不義の復活に含まれる人の定義。■北と南の王は結局誰？

今今今今のののの真理真理真理真理はははは10年後年後年後年後にはにはにはには真理真理真理真理ではないのであればではないのであればではないのであればではないのであれば

あなたはあなたはあなたはあなたは現在何現在何現在何現在何をををを信信信信じているのでしょうかじているのでしょうかじているのでしょうかじているのでしょうか？？？？

or
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エホバエホバエホバエホバとととと真理真理真理真理をををを愛愛愛愛するするするする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自分自分自分自分のののの属属属属しているしているしているしている教団教団教団教団がががが神神神神のののの教教教教えからえからえからえ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確確確確かめるかめるかめるかめる義務義務義務義務とととと権利権利権利権利をををを有有有有していますしていますしていますしています。。。。
あなたはあなたはあなたはあなたは伝道伝道伝道伝道のののの時時時時にににに家家家家のののの人人人人々々々々にににに、「、「、「、「自分自分自分自分のののの入入入入っているっているっているっている宗教宗教宗教宗教のののの真偽真偽真偽真偽をををを自分自分自分自分のののの教団以外教団以外教団以外教団以外のののの資料資料資料資料をををを通通通通じてじてじてじて調調調調べるべるべるべる」」」」ようにようにようにように勧勧勧勧めていますめていますめていますめています。。。。
あなたもあなたもあなたもあなたも自分自分自分自分のののの組織組織組織組織にににに対対対対してしてしてして同同同同じことをするべきではありませんかじことをするべきではありませんかじことをするべきではありませんかじことをするべきではありませんか？？？？

組織組織組織組織ととととエホバエホバエホバエホバへのへのへのへの愛愛愛愛はははは別別別別ですですですです。。。。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組織組織組織組織をををを検証検証検証検証しますかしますかしますかしますか？？？？
あなたは組織を愛しているかもしれません。しかしエホバへの愛と組織への愛は全く別の次元の話です。兵隊もヤクザもサラリーマンもそれぞれ自分の組織を

愛しており恩義を感じるというかもしれません。一番大切一番大切一番大切一番大切なのはそのなのはそのなのはそのなのはその組織組織組織組織がががが聖書聖書聖書聖書のののの教教教教えにえにえにえに忠実忠実忠実忠実であるかどうかですであるかどうかですであるかどうかですであるかどうかです。。。。良い仲間が沢山いるという事

と組織が聖書に忠実であるかは全く別の話です。

■■■■良心良心良心良心のののの危機危機危機危機――――「「「「エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人」」」」組織中枢組織中枢組織中枢組織中枢でのでのでのでの葛藤葛藤葛藤葛藤　　　　超お勧め！

　　　　レイモンドレイモンドレイモンドレイモンド・・・・フランズフランズフランズフランズ　http://tinyurl.com/27qpw8
　元統治体として執筆部門の監督をしていた兄弟の経験談。統治体がどのように聖書を調べて組織上の
　取決めを決めていくのかを説明。また1914年説に常に揺らぐ統治体の会議の様子なども描写している。
　あなたが持っている出版物も彼によって書かれたものが数多くある。

■■■■JehovahJehovahJehovahJehovah‘s Witnesses: Their Claims, Doctrinal Changes, and Prophetic Specs Witnesses: Their Claims, Doctrinal Changes, and Prophetic Specs Witnesses: Their Claims, Doctrinal Changes, and Prophetic Specs Witnesses: Their Claims, Doctrinal Changes, and Prophetic Speculation. ulation. ulation. ulation. 

　　　　Edmond C. Edmond C. Edmond C. Edmond C. GrussGrussGrussGruss　　　　http://tinyurl.com/ytsclv
　常に外れる組織の予言、組織の無責任な教義の変更を全て過去の出版物から検証。

■■■■Apocalypse Delayed: The Story of Jehovah's Witnesses Apocalypse Delayed: The Story of Jehovah's Witnesses Apocalypse Delayed: The Story of Jehovah's Witnesses Apocalypse Delayed: The Story of Jehovah's Witnesses 
　　　　M. James M. James M. James M. James PentonPentonPentonPenton　　　　http://tinyurl.com/yu92xg 
　「世の終わり」の予言の適用は中世期から常に行われてきた。ラッセルの教義の由来を探る。

■■■■The Gentile Times Reconsidered The Gentile Times Reconsidered The Gentile Times Reconsidered The Gentile Times Reconsidered 
　　　　Carl O. Carl O. Carl O. Carl O. JonssonJonssonJonssonJonsson　　　　http://tinyurl.com/2usrkf
　どの考古学資料も「1914年の起点となる西暦前607年」の間違いを示している事を検証。

上記上記上記上記のののの３３３３冊冊冊冊はははは英語英語英語英語のみですがのみですがのみですがのみですが、、、、主立主立主立主立ったったったった点点点点をををを日本語日本語日本語日本語にににに要約要約要約要約しているしているしているしている冊子冊子冊子冊子がありますがありますがありますがあります。。。。
Amazonではではではでは買買買買えませんえませんえませんえません。。。。こちらですこちらですこちらですこちらです⇒⇒⇒⇒　　　　http://www.jesuscom.net/helpcult/book.htm

■■■■目目目目ざめのざめのざめのざめの時時時時！！！！　統治体が強調する「1914年年年年のののの予言予言予言予言」にテ－マをしぼり検証している。　お勧め！

■■■■目目目目ざめのざめのざめのざめの時時時時！！！！2　　「エホバの証人」が絶対的忠誠を誓う彼らの組織が、成就しなかった

　予言を巧妙に隠し教祖崇拝・派閥主義に走る実態を明らかにする。　　お勧め！

アマゾンで購入できます。



35

さらにさらにさらにさらに詳詳詳詳しいしいしいしい情報情報情報情報②②②②

ものみのものみのものみのものみの塔塔塔塔をををを含含含含めてめてめてめて全全全全てのてのてのての宗教団体動宗教団体動宗教団体動宗教団体動かしているのはかしているのはかしているのはかしているのは「「「「神神神神のののの意志意志意志意志」」」」ではなくではなくではなくではなく、、、、「「「「組織組織組織組織のののの存続存続存続存続」」」」のののの原理原理原理原理ですですですです。。。。
人は一つの目的のために組織を結成します。しかし一旦組織を結成した目的が達成されると組織を解体するよりも存続させる方法を考え始めます。戦後に洗
濯機を普及させようと松下電器が設立されましたが、洗濯機が普及したからといって10万人の社員を解雇できないのとは同じ理由です。興味深い事にイエス

もお釈迦も自ら本を書いたり教団を設立することは行っていません。むしろ現存現存現存現存するするするする体制体制体制体制をををを否定否定否定否定するためにするためにするためにするために自ら一人だけの道を歩んだのです。それに続いて
弟子たちが本を書き、教団やルール（教理）をつくりました。時がたつと教祖の真理を探究するといいつつ、教団の存続のための権威づけに労力を注ぎ込むこ

とになります。あなたのあなたのあなたのあなたの組織組織組織組織はははは「「「「聖書聖書聖書聖書のののの真理真理真理真理」」」」をををを追究追究追究追究していますかしていますかしていますかしていますか？？？？それともそれともそれともそれとも「「「「組織組織組織組織のののの存続存続存続存続、、、、権威権威権威権威のののの維持維持維持維持」」」」ですかですかですかですか？？？？

●●●●エホバエホバエホバエホバのののの証人情報証人情報証人情報証人情報センターセンターセンターセンター　　　　　　　　★★★★★★★★★★★★ ★★★★
　http://www.jwic.com/home_j.htm
　組織の歴史とＪＷ事件にかなり詳しいのでかなりお勧め。上級レベル。
●●●●レイモンドフランズレイモンドフランズレイモンドフランズレイモンドフランズ経験経験経験経験　　　　　　　　★★★★★★★★ ★★★★ ★★★★
　http://www.jwic.com/franzbio.htm
　元統治体の経験。「良心の危機」の要約版。
●●●●ランダルランダルランダルランダル・・・・ワーターズワーターズワーターズワーターズ経験経験経験経験　　　　★★★★ ★★★★ ★★★★
　http://www.stopover.org/lib/translation/testimony.html
●●●●エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人Q&AQ&AQ&AQ&A　　　　////　　　　JWJWJWJW関連関連関連関連サイトリンクサイトリンクサイトリンクサイトリンク集集集集　　　　 ★★★★★★★★
　http://www.geocities.co.jp/Bookend-Soseki/8769/index.html
　少々個人的な内容よりだがフェアな視点である。リンク集は便利。
●●●●昼昼昼昼ねねねねするするするするぶたぶたぶたぶた　　　　★★★★★★★★★★★★
　http://buta.exjw2.org/index.htm
　世に及ぼしうる影響の深刻さを物語る体験。役に立つ情報あり。
●●●●StopOverStopOverStopOverStopOver　　　　やめたいやめたいやめたいやめたい人人人人ののののサイトサイトサイトサイト　　　　★★★★★★★★
　http://www.stopover.org/
●●●●真理真理真理真理のみことばのみことばのみことばのみことば伝道協会伝道協会伝道協会伝道協会　　　　★★★★★★★★★★★★
　http://www.geocities.com/Athens/Agora/3207/index.htm
　聖書から推論する助けになります。中級レベル。
●●●●エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人のののの夫夫夫夫たちたちたちたち　　　　★★★★★★★★
　http://www.jca.apc.org/~resqjw/index.html
　かなり突っ込んで各トピックを扱っています。上級レベル。
　役に立つ資料のっています。中級レベル。
●●●●インナーチャイルドインナーチャイルドインナーチャイルドインナーチャイルド・・・・カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリング　　　　★★★★
　http://f23.aaa.livedoor.jp/~jwqa/jwalbum/ipc/top.htm
●●●●JWJWJWJWのののの世界統計世界統計世界統計世界統計　　　　
　http://www.jwic.com/stat_j.htm
　熱心に統計を調べてくれてありがとう…。日本人は奉仕の効率悪いです。

●●●●ものみのものみのものみのものみの塔塔塔塔のののの終焉終焉終焉終焉　　　　天的級天的級天的級天的級についてについてについてについて　　　　　　　　★★★★★★★★★★★★ ★★★★
　http://www.stopover.org/lib/Kanazawa/Shuen/index.html
　天的級に関して深く論証。
●●●●14141414万万万万4000400040004000人人人人とはだれのことかとはだれのことかとはだれのことかとはだれのことか　　　　★★★★★★★★★★★★ ★★★★
　http://www.geocities.com/Athens/Agora/3207/144000.htm
●●●●新世界訳聖書新世界訳聖書新世界訳聖書新世界訳聖書のののの改改改改ざんとざんとざんとざんと評価評価評価評価　　　　★★★★★★★★★★★★
　http://www.stopover.org/lib/Kanazawa/Kekkan/index.html
　http://www.geocities.com/Athens/Agora/3207/nwt.htm
　かなりマジメに検証してあります。
●●●●1975197519751975年問題年問題年問題年問題　　　　★★★★★★★★★★★★
　http://www.stopover.org/lib/Kanazawa/Shuen/chapter09.html
　過去に組織が外れた予言をどのようにかわしてきたか。
　組織には病んでいる人が多いです。興味深い資料。
●●●●WTMJWTMJWTMJWTMJ資料館資料館資料館資料館　　　　過去過去過去過去のののの教義教義教義教義のののの変更変更変更変更　　　　★★★★ ★★★★ ★★★★
　http://www.jesuscom.net/helpcult/data.htm
　過去の教理変更の証拠資料が大量です。英語多いです。
●●●●赤石赤石赤石赤石さんはどうなったかさんはどうなったかさんはどうなったかさんはどうなったか？　？　？　？　 ★★★★ ★★★★
　http://www.d2.dion.ne.jp/~majinbuu/money/money.htm
　少し昔の話ですが興味深いです。

■■■■ものみのものみのものみのものみの塔塔塔塔のののの歴史歴史歴史歴史　－　　－　　－　　－　ビデオビデオビデオビデオ（（（（英語英語英語英語）　）　）　）　59595959分分分分　　　　
　http://video.google.com/videoplay?docid=6861723185926041712

■■■■フランズフランズフランズフランズ兄弟兄弟兄弟兄弟のののの公演公演公演公演　－　　－　　－　　－　ビデオビデオビデオビデオ（（（（英語英語英語英語）　）　）　）　　
http://www.youtube.com/watch?v=5nqwdHFnKBU

■■■■幼児虐待報道幼児虐待報道幼児虐待報道幼児虐待報道　－　　－　　－　　－　ビデオビデオビデオビデオ（（（（英語英語英語英語）　）　）　）　
　http://www.youtube.com/watch?v=c0bffqYBO2w
■■■■幼児虐待報道幼児虐待報道幼児虐待報道幼児虐待報道CBSCBSCBSCBS　－　　－　　－　　－　ビデオビデオビデオビデオ（（（（英語英語英語英語）　）　）　）　
　http://www.youtube.com/watch?v=XhJuUkFclpg
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エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人のののの定義定義定義定義にににに沿沿沿沿ってってってって考考考考えるのであればえるのであればえるのであればえるのであれば、私の考えは簡単に決着がつきます。（素人発想ですが）

『『『『遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子をををを含含含含むむむむ成分成分成分成分かかかか、、、、含含含含まないまないまないまない成分成分成分成分かでかでかでかで分分分分けるけるけるける』』』』です。
赤血球のように細胞として核（DNA)を含むものはアウトで、水分やビタミン成分のみの抽出であればOKです。このことは、当然な

がら「水分やビタミン成分」のみを他人から抽出して利用しても副作用は起きない事からも分かります。一人一人に特有特有特有特有のののの成分成分成分成分を
輸血した時にのみに弊害が起きるわけです。遺伝子と血に関しては聖書にあるエホバの血に対する認識から分かります。

■エホバエホバエホバエホバはははは血統血統血統血統をををを最重要視最重要視最重要視最重要視しておられたしておられたしておられたしておられた。。。。輸血は他人の遺伝子を取り込む行為なので、遺伝子を純粋に保つことができない。
　もし輸血をして自分自身が疾患を抱えて、仮にそれが子供に遺伝したと仮定した場合、当人は自分の血に対してのみ責任を
　負うことができなくなる。（同じ理由で一夫多妻は許されていたけど姦淫は禁じられていたのだろう…（汗））

■そもそも「血＝命」なので、その命に特有な特質・性質を決定づけるのは遺伝子である。

問題の本質はここにあると思うのですが、統治体は医学的な『言い訳の説明』に走ったために、反対者から刺される議論に
足をつっこんでしまいました。逆に信者は「つっこみたい」と思いつつも、自分の命を延命できる裏口が提示されたので
内心ホッとしていると思います。証人たちが積極的にこの事に関して議論することはないでしょう。

いずれにせよいずれにせよいずれにせよいずれにせよ、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが輸血拒否輸血拒否輸血拒否輸血拒否でででで死死死死んだとしてもんだとしてもんだとしてもんだとしても、、、、組織組織組織組織はははは裁判裁判裁判裁判にににに訴訴訴訴えられないようにえられないようにえられないようにえられないように策策策策をををを講講講講じていますじていますじていますじています。。。。
■出版物の文字の上では「全て良心的な決断」として輸血拒否を迫るような文字の証拠を残しません。
■輸血カードのサインは集会では行わない（以前は集会で一斉に輸血カードをサインさせていた）で、個人が勝手に
　独自の判断で家で記載したと主張できるようになっています。

将来将来将来将来、、、、組織組織組織組織がががが教義教義教義教義をををを変更変更変更変更すればすればすればすればバカバカバカバカをををを見見見見るのはあなたるのはあなたるのはあなたるのはあなた自身自身自身自身ですですですです。。。。その兆しはすでにでています…　⇒次のページ

付録付録付録付録①①①①輸血輸血輸血輸血
塔塔塔塔2004 6/15

輸血に関しては様々な議論がありますが、それは奴隷から出た教理
の一つにしかすぎません。従って「奴隷級の権威の正当性」の議論の
方が重要となります。しかしつっこみどころ満載なので簡単につっこ
んじゃいます。余計な議論ですが…。

■組織は輸血を禁じていますが、成分成分成分成分をををを分分分分ければければければければ「「「「良心的良心的良心的良心的ににににOK」」」」と

しています。ケーキケーキケーキケーキはははは食食食食べたらべたらべたらべたらダメダメダメダメだけどだけどだけどだけどクリームクリームクリームクリームをををを取取取取
ればればればればOKみたいな発想です。問題は医学的にどのように成分を分

けたら良心的にOKなのか議論が沸きあがります。ここまでくると医者

にでもならないと一般信者には判断できない議論となります。

●●●●分角分角分角分角にににに関関関関するするするする議論議論議論議論　　　　
http://www.jwic.com/blood-04.htm

http://www.jwic.com/blooddon.htm

●●●●あなたもあなたもあなたもあなたも自分自分自分自分でででで調調調調べようべようべようべよう。「。「。「。「ヘモグロビンヘモグロビンヘモグロビンヘモグロビン」「」「」「」「赤血球赤血球赤血球赤血球」」」」でででで検索検索検索検索。。。。
http://www.wikipedia.org/
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ブルガリヤブルガリヤブルガリヤブルガリヤとととと輸血輸血輸血輸血

ブルガリヤブルガリヤブルガリヤブルガリヤではではではでは信者信者信者信者にににに無輸血無輸血無輸血無輸血をををを強要強要強要強要しないことをしないことをしないことをしないことを条件条件条件条件にににに宗教法人宗教法人宗教法人宗教法人のののの認可認可認可認可をををを申請申請申請申請していますしていますしていますしています。。。。
http://www.jwic.com/n012298.htm

http://www.jwic.com/n042298.htm　　　　　　　　よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋

旧共産国であるブルガリア政府は、最近ものみの塔協会の、エホバの証人を公認の宗教団体として登録する申請を退けました。
このため、ものみの塔協会は、ヨーロッパ人権擁護委員会に対して提訴し、ブルガリア政府に対してエホバの証人を公認の宗教
団体として登録するように訴えました。ブルガリア政府は、エホバの証人の登録を拒否する理由として、彼らの宗教活動のいくつ
かの問題点、たとえば子供の教育に対する影響、「神の法」の前には違法行為もする可能性のあること、兵役拒否などを上げてい
ますが、その中で、輸血禁止の教義にもふれ、生命を尊重しない教義であり、公衆の健康と安全を損なう恐れがある宗教であると
しています。 これに対し、ものみの塔協会の提出したヨーロッパ人権委員会への提訴では、協会は「「「「輸血輸血輸血輸血をををを受受受受けることをけることをけることをけることを選選選選ぶぶぶぶエホエホエホエホ

ババババのののの証人証人証人証人にににに対対対対してはしてはしてはしては宗教的制裁措置宗教的制裁措置宗教的制裁措置宗教的制裁措置はははは行行行行われないわれないわれないわれない、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、輸血輸血輸血輸血にににに反対反対反対反対するするするする教義教義教義教義がががが『『『『公衆公衆公衆公衆のののの健康健康健康健康』』』』にににに対対対対するするするする脅威脅威脅威脅威となるというとなるというとなるというとなるという
ことはありえないことはありえないことはありえないことはありえない」」」」と訴えています。

……ものみの塔協会はこれを機会に、輸血禁止の教義をなし崩しにしていこうという姿勢を見せているのかもしれません。最近、

協会幹部は、世論の輸血禁止の教義に対する批判を和らげるために、「輸血拒否は個人個人で決める問題である」との発言を非
公式に行っています。したがって、一部に予想されている、近い将来の輸血拒否の教義の変更に対する伏線として、このような訴
えを行っている可能性は考えられます。

ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ人権擁護委員会人権擁護委員会人権擁護委員会人権擁護委員会のののの発表発表発表発表したしたしたした内容内容内容内容
- KHRISTIANSKO SDRUZHENIE "SVIDETELI NA IEHOVA" (CHRISTIAN ASSOCIATION JEHOVAH'S WITNESSES) 

v.Bulgaria (Application No. 28626/95)

The case concerned the refusal to re-register the applicant association pursuant to a 1994 law, and the alleged suppression of its 

activities and those of its members. In settlement, the Government agreed to introduce legislation as soon as possible to provide for 

civilian service for conscientious objectors, as an alternative to military service, and to register the applicant association as a religion. 

The applicant undertook with regard to its stance on blood transfusions to draft a statement for inclusion in its statute 

providing that members should have free choice in the matter for themselves and their children, without any control or 

sanction on the part of the association.

疑問疑問疑問疑問：：：：なぜなぜなぜなぜ協会協会協会協会ははははナチスナチスナチスナチスにににに対対対対してしてしてして行行行行ったのとったのとったのとったのと同同同同じようにじようにじようにじように断固断固断固断固としたとしたとしたとした態度態度態度態度をををを
とらないでとらないでとらないでとらないで、、、、輸血輸血輸血輸血にににに関関関関してしてしてして妥協妥協妥協妥協してまでしてまでしてまでしてまで申請申請申請申請をををを行行行行っているのだろうかっているのだろうかっているのだろうかっているのだろうか？？？？


