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■■■■遠遠遠遠ざかるざかるざかるざかる1914年年年年。。。。
■■■■西暦前西暦前西暦前西暦前607年年年年のののの歴史的歴史的歴史的歴史的なななな根拠根拠根拠根拠。。。。
■■■■1914年年年年のののの由来由来由来由来ととととラッセルラッセルラッセルラッセルのののの預言預言預言預言。。。。

■■■■複合的複合的複合的複合的なななな世世世世のののの終終終終わりのしるしわりのしるしわりのしるしわりのしるし。。。。
■■■■終末思想終末思想終末思想終末思想のののの歴史歴史歴史歴史。。。。
■■■■決別決別決別決別のののの時時時時。。。。

『『『『預言者預言者預言者預言者ががががエホバエホバエホバエホバのののの名名名名においてにおいてにおいてにおいて話話話話してもしてもしてもしても，，，，
そのそのそのその言葉言葉言葉言葉がががが実現実現実現実現せずせずせずせず，，，，そのとおりにならなければそのとおりにならなければそのとおりにならなければそのとおりにならなければ，，，，
それはそれはそれはそれはエホバエホバエホバエホバがががが話話話話されなかったされなかったされなかったされなかった言葉言葉言葉言葉であるであるであるである。』。』。』。』　　
申命記 18：22

－　－　－　－　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⑤⑤⑤⑤ v.1c　by 真理 真　9/11/2007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。。。。
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。。。。

⑤⑤⑤⑤解約解約解約解約JW 1914年年年年とととと終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日 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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現役現役現役現役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のののの方方方方へへへへ：：：：

「「「「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真理真理真理真理はははは絶対絶対絶対絶対にににに正正正正しいしいしいしい！」！」！」！」とおっしゃるとおっしゃるとおっしゃるとおっしゃる方方方方はははは
このこのこのこのページページページページををををプリントプリントプリントプリントなさってなさってなさってなさってサインサインサインサインをしてをしてをしてをして壁壁壁壁にににに貼貼貼貼っておいてくださいっておいてくださいっておいてくださいっておいてください。。。。

誓約書誓約書誓約書誓約書

私私私私、、、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はははは下記下記下記下記のののの信条信条信条信条ゆえにゆえにゆえにゆえ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がががが真理真理真理真理をををを持持持持っているっているっているっている
ことをここにことをここにことをここにことをここに表明表明表明表明しますしますしますします。。。。エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人はははは神神神神によってによってによってによって任命任命任命任命されされされされ、、、、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ゆえにこれらのしているゆえにこれらのしているゆえにこれらのしているゆえにこれらの事柄事柄事柄事柄はははは真実真実真実真実ですですですです：：：：

■■■■1914年年年年にににに「「「「終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日」」」」がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。
■■■■1919年年年年ににににイエスイエスイエスイエスはははは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をををを選定選定選定選定されましたされましたされましたされました。。。。
■■■■天天天天にににに行行行行くくくく人人人人はははは144,000人人人人のみでのみでのみでのみで、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは初穂初穂初穂初穂としてとしてとしてとして最初最初最初最初にににに集集集集められましためられましためられましためられました。。。。

■■■■エホバエホバエホバエホバのののの組織組織組織組織はははは不都合不都合不都合不都合なななな情報情報情報情報をををを隠蔽隠蔽隠蔽隠蔽したりしたりしたりしたり嘘嘘嘘嘘をつくようなをつくようなをつくようなをつくような行為行為行為行為はしませんはしませんはしませんはしません。。。。
　　　　必必必必ずずずず誠意誠意誠意誠意をををを持持持持ってってってって成員成員成員成員にににに適切適切適切適切なななな情報情報情報情報をををを教教教教えてくれますえてくれますえてくれますえてくれます。。。。

もしもしもしもし組織組織組織組織がこれらのがこれらのがこれらのがこれらの教義教義教義教義をををを変変変変えたりえたりえたりえたり反反反反するするするする行動行動行動行動をとるようであればをとるようであればをとるようであればをとるようであれば、、、、それはそれはそれはそれは
真理真理真理真理のののの根本根本根本根本をををを覆覆覆覆すすすす事事事事になるのでになるのでになるのでになるので私私私私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をやめますをやめますをやめますをやめます。。。。そしてそしてそしてそして私私私私がががが
背教者呼背教者呼背教者呼背教者呼ばわりしたばわりしたばわりしたばわりした方方方方々々々々やややや、、、、蔑蔑蔑蔑んだんだんだんだ末信者末信者末信者末信者のののの家族家族家族家族、、、、近所近所近所近所、、、、同僚同僚同僚同僚におにおにおにお詫詫詫詫びをびをびをびを
してしてしてして回回回回りますりますりますります。。。。

いやいや、本当にサインしないでください。気軽に誓うと偉いことになります。ちなみに2014年まであとわずかです…。
あと「14万4千人の初穂」に関しては最近の1935年教理変更でひっくりかえるかもしれないのでご注意ください。

そしてこの「解約シリーズ」を海老名支部や会衆の長老にプリントして渡して回答を求めてください。組織が誠実で
あるならば審理委員会に回される事なく、回答を得られるでしょう。いやいや、本当にやっちゃダメですってば。

サインサインサインサイン：：：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付日付日付日付：：：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

きりとり線
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遠遠遠遠ざかるざかるざかるざかる1914年年年年

雑誌雑誌雑誌雑誌のののの発行目的文章発行目的文章発行目的文章発行目的文章からもからもからもからも「「「「1914年年年年」」」」

のののの数字数字数字数字がいつのまにかがいつのまにかがいつのまにかがいつのまにか消消消消えているえているえているえている。。。。

1914年年年年のののの教義教義教義教義はははは組織組織組織組織がががが唯一唯一唯一唯一のののの真真真真のののの神神神神のののの経経経経

路路路路とするうえでとてもとするうえでとてもとするうえでとてもとするうえでとても重要重要重要重要ですですですです。。。。終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日
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正正正正しいからこそしいからこそしいからこそしいからこそＪＷＪＷＪＷＪＷはははは統治統治統治統治
体体体体をををを神神神神のののの経路経路経路経路としてとしてとしてとして受受受受けけけけ入入入入れたはずですれたはずですれたはずですれたはずです。。。。

もしもしもしもし彼彼彼彼らがらがらがらが唯一唯一唯一唯一のののの経路経路経路経路でないのであればでないのであればでないのであればでないのであれば、、、、
出版物出版物出版物出版物がががが提唱提唱提唱提唱しているしているしているしている数多数多数多数多くのくのくのくの教理教理教理教理にはにはにはには絶絶絶絶
対的対的対的対的なななな根拠根拠根拠根拠がなくなりますがなくなりますがなくなりますがなくなります。。。。従従従従ってってってって1914年年年年

はははは死守死守死守死守されるべきされるべきされるべきされるべき教義教義教義教義でありでありでありであり、、、、唯一唯一唯一唯一のののの根拠根拠根拠根拠
ででででももももありますありますありますあります。。。。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1914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、、、、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されたされたされた

とととと主張主張主張主張するするするすることはことはことはことは難難難難しくなしくなしくなしくなるるるるのではないでしょのではないでしょのではないでしょのではないでしょ
うかうかうかうか？？？？1914年教義年教義年教義年教義はははは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要ですですですです。。。。

1914年年年年 奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級

二二二二つつつつセットセットセットセット

⇒⇒⇒⇒×××× ⇒⇒⇒⇒？？？？

あなたがあなたがあなたがあなたが奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級をををを認認認認めたのはめたのはめたのはめたのは彼彼彼彼らのらのらのら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正正正正
しいからというしいからというしいからというしいからという理由理由理由理由であるはずですであるはずですであるはずですであるはずです。。。。そのそのそのその根拠根拠根拠根拠がががが崩崩崩崩れれれれ
てもてもてもても奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級をををを信信信信じるというのであればじるというのであればじるというのであればじるというのであれば、、、、根拠根拠根拠根拠なきなきなきなき信仰信仰信仰信仰でででで
ですですですです。。。。卵卵卵卵のないのないのないのない鶏鶏鶏鶏といっしょですといっしょですといっしょですといっしょです。。。。

自分自分自分自分のののの信信信信じているじているじているじている教理教理教理教理をををを論理的論理的論理的論理的にににに
説明説明説明説明できないのであればそれはできないのであればそれはできないのであればそれはできないのであればそれは
感情的感情的感情的感情的なななな「「「「盲信盲信盲信盲信」」」」ですですですです。。。。

崩崩崩崩れたれたれたれた『『『『親子丼親子丼親子丼親子丼』』』』関係関係関係関係
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異邦人異邦人異邦人異邦人のののの時時時時とととと七七七七つのつのつのつの時時時時

異邦人の時エルサレム

西暦前西暦前西暦前西暦前607年年年年

エルサレムの荒廃

終わりの日

1914年年年年

天の王国

七七七七つのつのつのつの時時時時＝＝＝＝2,520年年年年

1919年年年年

奴隷級の選別

●啓示12:6の「三時半」 ＝ 1,260日
●（「一時」＝360日） ｘ 七時 ＝ 2,520日

疑問疑問疑問疑問：　：　：　：　ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの「「「「七七七七つのつのつのつの時時時時」」」」がががが現代現代現代現代にあてにあてにあてにあてままままはまるというはまるというはまるというはまるという記述記述記述記述はははは聖書聖書聖書聖書にはないにはないにはないにはない。。。。
　　■七つの時の予言は王ネブカドネザルに成就したのであり、二重的な意味があるとはダニエルも
　　　イエスもいっていません。

疑問疑問疑問疑問：　：　：　：　イエスイエスイエスイエスははははルカルカルカルカ21章章章章のののの予言予言予言予言にににに二重二重二重二重のののの意味意味意味意味があるとはがあるとはがあるとはがあるとは一切一切一切一切いっていないいっていないいっていないいっていない。。。。
　　■明らかにローマによる70年のエルサレムの崩壊を予告しているだけです。

疑問疑問疑問疑問：　：　：　：　ダニエルダニエルダニエルダニエルのののの「「「「異邦人異邦人異邦人異邦人のののの時時時時」」」」ととととイエスイエスイエスイエスののののいわれたいわれたいわれたいわれた「「「「諸国民諸国民諸国民諸国民のののの日日日日」」」」をををを結結結結びつけるびつけるびつけるびつける聖句聖句聖句聖句はないはないはないはない。。。。
　　■イエスは「諸国民の日」の成就の時期がダニエルの予言の計算と関係あるとは一切いっていません。

文字通文字通文字通文字通りりりり書書書書いていないことはいていないことはいていないことはいていないことは全全全全ててててただのただのただのただの解釈解釈解釈解釈ですですですです。。。。

●●●●「「「「エルサレムエルサレムエルサレムエルサレムはははは，，，，諸国民諸国民諸国民諸国民のののの定定定定められためられためられためられた時時時時がががが満満満満ちるまでちるまでちるまでちるまで，，，，諸国民諸国民諸国民諸国民にににに踏踏踏踏みにじられるのですみにじられるのですみにじられるのですみにじられるのです。。。。」」」」
　　　　ルカルカルカルカ 21:24　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒　『　『　『　『異邦人異邦人異邦人異邦人のののの時時時時』』』』

●●●●「「「「あなたあなたあなたあなた方方方方はこのはこのはこのはこの木木木木をををを切切切切りりりり倒倒倒倒してしてしてして…七七七七つのつのつのつの時時時時をそのをそのをそのをその上上上上にににに過過過過ぎさせよぎさせよぎさせよぎさせよ」」」」　　　　ダニエルダニエルダニエルダニエル 4:23

本当本当本当本当にににに同同同同じじじじ期間期間期間期間のことのことのことのこと？？？？？？？？

予言解釈予言解釈予言解釈予言解釈：：：：1914年年年年ににににイエスイエスイエスイエスのののの王国王国王国王国がががが天天天天においてにおいてにおいてにおいて確立確立確立確立されされされされ、「、「、「、「終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日」」」」にににに突入突入突入突入したしたしたした。。。。ハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンはははは近近近近いいいい。。。。
このようなこのようなこのようなこのような正正正正しいしいしいしい聖書聖書聖書聖書のののの予言予言予言予言をををを持持持持ちちちち合合合合わせているのはわせているのはわせているのはわせているの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であるだけであるだけであるだけである。。。。「永遠の本」P140参照
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西暦前西暦前西暦前西暦前607年年年年のののの信憑性信憑性信憑性信憑性

■■■■もしもしもしもし計算計算計算計算のののの起点起点起点起点がずれたがずれたがずれたがずれた場合場合場合場合、、、、終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日のののの起点起点起点起点となるとなるとなるとなる1914年年年年はははは確定確定確定確定されませんされませんされませんされません。。。。

■■■■そのそのそのその場合場合場合場合1919年年年年にににに組織組織組織組織がががが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するされたとするされたとするされたとする根拠根拠根拠根拠はなくなりますはなくなりますはなくなりますはなくなります。。。。

■■■■本当本当本当本当ににににイエスイエスイエスイエスはははは1919年年年年にににに奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級とそのとそのとそのとその組織組織組織組織をををを選選選選んだのでしょうかんだのでしょうかんだのでしょうかんだのでしょうか？？？？

　　　　終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日はははは本当本当本当本当にににに始始始始まったのでしょうかまったのでしょうかまったのでしょうかまったのでしょうか？？？？

もしもしもしもし組織組織組織組織がががが1914年年年年のののの見解見解見解見解をををを変変変変えるとえるとえるとえるとしてしてしてしてもももも、、、、奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級へのへのへのへの信仰信仰信仰信仰をををを保保保保ちますかちますかちますかちますか？？？？
そのそのそのその時時時時のあなたののあなたののあなたののあなたの信仰信仰信仰信仰ののの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？？？？

　　　　七七七七つのつのつのつの時時時時がががが始始始始まったというまったというまったというまったという「「「「西暦前西暦前西暦前西暦前607年年年年」」」」にはにはにはには歴史的根拠歴史的根拠歴史的根拠歴史的根拠がががが全全全全くくくくありませんありませんありませんありません。。。。

　　　　■■■■歴史家歴史家歴史家歴史家、、、、考古学者考古学者考古学者考古学者たちはたちはたちはたちはエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムのののの崩壊崩壊崩壊崩壊はははは20年遅年遅年遅年遅いいいい西暦前西暦前西暦前西暦前587年年年年としているとしているとしているとしている。　。　。　。　
　　全ての考古学的証拠がこの年数を裏付けています。統治体も調査の際に確認済みですが公には認めていません。
　　実際に統治体の会議の中でも1914年を改定する案が何度も持ち出されましたが、組織と教理の権威に関わるとして

　　多数決で１票差で可決されませんでした。（⇒元統治体の証言）

　　　　■■■■出版物出版物出版物出版物のののの中中中中にはにはにはには西暦西暦西暦西暦607年年年年をををを歴史的歴史的歴史的歴史的にににに証拠証拠証拠証拠だてているだてているだてているだてている資料資料資料資料がないがないがないがない。。。。
　　出版物にはエルサレムが崩壊した考古学的証拠があると論じていますが、実際にそれが607年に起きた証拠があるか

　　どうかには一切言及していません（実際に自分で調べてください）。出版物は他の年数の考古学的根拠には触れていますが
　　肝心の607年に関しては全く扱っていません。唯一でてくるのは洞察Ⅱの「年代計算」P438のところだけです。
　　矛盾点の詳細⇒　http://www.jwic.com/gentim_2.htm

　　　　■■■■「「「「聖書理解聖書理解聖書理解聖書理解のののの助助助助けけけけ」」」」（「洞察」の前の英語のみの青い本）とととと1980年年年年のののの大静粛大静粛大静粛大静粛。。。。
　　当時、統治体であり執筆委員長であったレイ・フランズがこの本のプロジェクトを担当しました。彼は執筆調査の過程で
　　組織の提唱する西暦前607年に考古学的な証拠がない事に戸惑いを覚えます。そこでこの本では西暦前607年を肯定する

　　根拠に触れずに、考古学の年代測定法年代測定法年代測定法年代測定法そのものそのものそのものそのものをををを否定否定否定否定するするするする論法論法論法論法に徹することにしました。（消去法）
　　しかしフランズはその後も疑問を持ち1914年を確証するものがないと会議で再度持ち出したためべテルから追放されました。

　　続いて執筆委員会のメンバーやギリアデ学校の講師も排斥されました。根拠は彼らが主張した事が真実かどうかに関係なく、
　　組織の教理を受け入れるかどうかでした。組織は後に「聖書理解の助け」が背教者によって書かれたという理由をつけて
　　青い本を撤廃し、その代わりとして洞察の本が用意されました。（「良心の危機」）



6

本当本当本当本当にににに西暦前西暦前西暦前西暦前607年年年年？？？？

出版物出版物出版物出版物ではではではでは絶対年代絶対年代絶対年代絶対年代（（（（西暦前西暦前西暦前西暦前539年年年年））））をををを用用用用いているのでいているのでいているのでいているので考古学考古学考古学考古学よりよりよりより正正正正しいというしいというしいというしいという主張主張主張主張しているがしているがしているがしているが…

ゼカリヤ書7:1-5に「この70年間、あなたがたが、第5の月と第7の月に断食して嘆いたとき…。」とあります。それは、ダリヨスの第4年(ゼカリヤ書7:1)で、
B.C.517年です。B.C.517年の70年前は、B.C.587(6)年でそれは歴史的な捕囚の年です。(年代は王の即位によるので、B.C.であらわすと1年の誤差が出
ます。)　捕囚の年から断食を始めて、70年間に及んでいるのは、自然なことです、しかし、エホバの証人の主張どうり、B.C.607年に捕囚になったのなら、
なぜ、20年後のB.C.587年から断食をはじめたのか説明がつきません。バビロンの商業文書商業文書商業文書商業文書のののの粘土板粘土板粘土板粘土板がががが何十万部何十万部何十万部何十万部もももも出土出土出土出土して、それに商取引の年月日が
書いてありました。それで、現在、バビロンの全ての王の統治期間がわかっています。その粘土板の記録では、ネブカデネザルの即位の年は、B.C.605

年です。バビロン捕囚はネブカデネザルの第19年(Ⅱ列王記25:8)ですから、捕囚捕囚捕囚捕囚のののの年年年年ははははB.C.586/7年年年年となります。

これに対して、エホバの証人は、考古学は信用できないといっていい逃れようとしています。しかし、洞察第二巻の年代学の項(P436)で商業文書商業文書商業文書商業文書は信用
できるといっています。その証拠に「カンビュセス2世の…支配の第1年は西暦前西暦前西暦前西暦前529年年年年で、…キュロス2世のバビロンの王としての最後の年は西暦前530

年でした。…。」と、考古学を使わなければ特定できない年代を特定しています。(同P436)　これを聖書年代表と照らし合わせてみますと、おもしろいこと
がわかります。キ ュロスやカンビュセスはペルシャの王です。つまり、ペルシャの年代は考古学を取り入れて年代の特定をしているのに、新バビロニヤ帝

国、それもネブカデネザルの年代だけは、考古学を信用できないといっているわけです。

また、エホバの証人はバビロン陥落の年B.C.539年年年年をををを絶対年代絶対年代絶対年代絶対年代として、年代計算の土台にしています。その証明のために、洞察第二巻(P437)で、ジャック・

フィネガンの「聖書年代学便覧」のオリュンピアドを使っています。しかし、この本には、商業文書でわかった結果の、ネブカデネザルの統治表が載ってお
り、本文でも明瞭にネブカデネザルの即位はB.C.605年だと述べています。したがって、捕囚の年である第19年は、B.C.586年となります。

背背背背　　　　山山山山　　　　藤藤藤藤　　　　枝枝枝枝　　　　のののの資料資料資料資料よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋
http://homepage2.nifty.com/ichikawakita/witness/seyama.html

西暦前西暦前西暦前西暦前607607607607年年年年におけるにおけるにおけるにおけるエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムのののの滅亡滅亡滅亡滅亡　　　　塔塔塔塔97 6/15 97 6/15 97 6/15 97 6/15 P9P9P9P9----13131313

聖書は列王第二 25章，歴代第二 36章，およびエレミヤ 39章で，西暦前607年に起きたエルサレムの滅亡について述べ，ネブカドネザルの軍隊が同市を炎上させたことを伝
えています。その歴史的な記述は，近年の発掘調査によって裏付けられているでしょうか。イガル･シロ教授によれば，「[バビロニア人による破壊を示す]聖書の証拠は……

明白な考古学的証拠により補完されている。すなわち，様々な建造物が完全に破壊され，家屋の様々な木造の部分が大火災で焼き尽くされた」のです。同教授はさらに，
「エルサレムで発掘調査が行なわれる度にそのような破壊を示す痕跡が見つかっている」と述べました。観光客は，2,500年以上も前にそうした破壊が起きたことを示す遺跡
を見ることができます。“イスラエルの塔”，“焼けた部屋”，“印章の家”などは，考古学的遺跡として保存され，一般に公開されており，その名称は広く知られています。考古

学者のジェーン･M･ケーヒルとデービッド･タルラーは，「明らかにされた古代エルサレム」という本の中で次のように要約しています。「エルサレムがバビロニア人による大規
模な破壊を被ったことは，“焼けた部屋”や“印章の家”などの建造物の中で発掘された，黒焦げになった残骸の層が厚く幾重にもなっていることだけでなく，倒壊した建造物
の砕けた石材がかなりの厚さで東側の斜面を覆っていることからも明らかである。この都市が破壊されたことに関する聖書中の記述は……考古学上の証拠を補足している」。

ですから，ダビデの時代から西暦前607年に滅亡した時までのエルサレムに関する聖書の記述は多くの点で，過去25年間に行なわれた考古学上の発掘調査によって裏付け
られてきました。しかし，西暦1世紀当時のエルサレムについてはどうでしょうか。　

出版物出版物出版物出版物ではではではではエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムのののの崩壊崩壊崩壊崩壊がががが西暦前西暦前西暦前西暦前607607607607年年年年であったとであったとであったとであったと何度何度何度何度もももも強調強調強調強調していますしていますしていますしています。。。。しかししかししかししかしそれがそれがそれがそれがなぜなぜなぜなぜ西暦前西暦前西暦前西暦前607607607607
年年年年なのかというなのかというなのかというなのかという根拠根拠根拠根拠にはにはにはには一切触一切触一切触一切触れていませんれていませんれていませんれていません。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは出版物出版物出版物出版物にあるにあるにあるにある考古学考古学考古学考古学のののの写真写真写真写真でででで西暦前西暦前西暦前西暦前607607607607年年年年をををを証拠証拠証拠証拠づづづづ
けるけるけるける資料資料資料資料をををを見見見見たことがありますかたことがありますかたことがありますかたことがありますか？？？？そのようなそのようなそのようなそのような物的証拠物的証拠物的証拠物的証拠のののの写真写真写真写真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。。。。



7

本当本当本当本当にににに西暦前西暦前西暦前西暦前607年年年年？？？？

◆◆◆◆イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル大使館大使館大使館大使館ののののホームページホームページホームページホームページ（イスラエルの歴史）

http://tokyo.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?DocumentID=292http://tokyo.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?DocumentID=292http://tokyo.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?DocumentID=292http://tokyo.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?DocumentID=29215&MissionID=4315&MissionID=4315&MissionID=4315&MissionID=43
第一離散時代第一離散時代第一離散時代第一離散時代　　　　((((紀元前紀元前紀元前紀元前586586586586‐‐‐‐538538538538年年年年）））） ---- 紀元前紀元前紀元前紀元前586586586586年年年年のののの第一神殿崩壊後第一神殿崩壊後第一神殿崩壊後第一神殿崩壊後にににに起起起起こったこったこったこったバビロニアバビロニアバビロニアバビロニア捕囚捕囚捕囚捕囚は、ユダヤ人の離散の始まりであった。バビロニアに
おいてユダヤ教は、特殊な思想体系として、国外での生活様式として非常な発展を始めた。ユダヤ人が離散の間も民族として生き残り、精神的な帰属意
識を確認できたのはこのためであった。…彼らは、王政時代からエルサレムエルサレムエルサレムエルサレム崩壊後崩壊後崩壊後崩壊後のののの100100100100年間年間年間年間までまでまでまで（（（（紀元前紀元前紀元前紀元前586586586586年年年年））））、神の告知の叫びを上げた。

◆◆◆◆イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル通信通信通信通信
http://www.http://www.http://www.http://www.ijournalijournalijournalijournal.org/.org/.org/.org/IsraelTimesIsraelTimesIsraelTimesIsraelTimes////mepeacemepeacemepeacemepeace/temple./temple./temple./temple.htmhtmhtmhtm
神殿神殿神殿神殿のののの丘丘丘丘のののの簡単簡単簡単簡単なななな歴史的背景歴史的背景歴史的背景歴史的背景 ---- そしてその子ソロモン王が神殿 (第一神殿) を建設したのである。神殿はユダヤ民族の待ち望むメシヤの象徴として崇
拝されていた。ソロモンソロモンソロモンソロモン王王王王のののの第一神殿第一神殿第一神殿第一神殿 ((((紀元前紀元前紀元前紀元前586586586586年崩壊年崩壊年崩壊年崩壊)))) ならびにヘロデ王の第二神殿 (70年崩壊) と二つの神殿の侵略者による崩壊事件を経て、ロー
マ帝国、 初代キリスト教会、イスラム教徒、十字軍、イスラム教徒と様々な支配者の手を通過し、現在に至っている。ちなみにユダヤ教徒の聖地の嘆き
の壁 (Western Wall) は唯一残った神殿の西の壁の跡である。

◆◆◆◆ウィキペディアウィキペディアウィキペディアウィキペディア（（（（WikipediaWikipediaWikipediaWikipedia）　）　）　）　⇒⇒⇒⇒「「「「古代古代古代古代イスラエルイスラエルイスラエルイスラエル」」」」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E3%82%A4%E3%82%Bhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E3%82%A4%E3%82%Bhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E3%82%A4%E3%82%Bhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB
属国属国属国属国としてのとしてのとしてのとしてのユダユダユダユダ王国王国王国王国 ---- 前597年、新バビロニアのネブカドネザルがエルサレムに侵攻し、ヨヤキン王を含めた1万ほどのイスラエル人をバビロンに連れ
去り捕虜とした。これは第一回の捕囚と呼ばれる。その後ユダ王国は新バビロニアの属国となったが、10年後にゼデキア王が独立を試みる。
だが紀元前紀元前紀元前紀元前586586586586年年年年にはネブカドネザルによってエルサレムエルサレムエルサレムエルサレム城壁城壁城壁城壁がががが崩崩崩崩されされされされ神殿神殿神殿神殿はははは破壊破壊破壊破壊された。ここにユダ王国は滅亡。

◆◆◆◆The Columbia Encyclopedia, The Columbia Encyclopedia, The Columbia Encyclopedia, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition.
http://www.bartleby.com/65/ba/Babylcap.htmlhttp://www.bartleby.com/65/ba/Babylcap.htmlhttp://www.bartleby.com/65/ba/Babylcap.htmlhttp://www.bartleby.com/65/ba/Babylcap.html
Babylonian captivity Babylonian captivity Babylonian captivity Babylonian captivity ---- in the history of Israel, the period from the fall of Jerusalem (586 B.C.)fall of Jerusalem (586 B.C.)fall of Jerusalem (586 B.C.)fall of Jerusalem (586 B.C.) to the reconstruction in Palestine 
of a new Jewish state (after 538 B.C.). The prophesied 70 years of captivity were fulfilled when the new Temple was 
completed in 516 B.C.

◆◆◆◆Concise Encyclopedia Article Concise Encyclopedia Article Concise Encyclopedia Article Concise Encyclopedia Article (Encyclopedia Britannica)
http://www.britannica.com/ebc/articlehttp://www.britannica.com/ebc/articlehttp://www.britannica.com/ebc/articlehttp://www.britannica.com/ebc/article----9368526936852693685269368526
Temple of Jerusalem Temple of Jerusalem Temple of Jerusalem Temple of Jerusalem ---- First Temple was constructed under David‘s son Solomon and was completed in 957 BC. … From the 

time of Josiah, it was designated as the only place for sacrifice in Judah. It was destroyed during the Babylonian conquest in Babylonian conquest in Babylonian conquest in Babylonian conquest in 
586 BC586 BC586 BC586 BC. When the Jews returned from exile in 538, they built the Second Temple (finished 515).

証拠証拠証拠証拠のないのないのないのない預言解釈預言解釈預言解釈預言解釈からのみからのみからのみからのみ導導導導きききき出出出出されたされたされたされた組織組織組織組織のののの前前前前607年年年年がががが正正正正しくてしくてしくてしくて、、、、

考古学的証拠考古学的証拠考古学的証拠考古学的証拠にににに基基基基づくこれらのづくこれらのづくこれらのづくこれらの文献文献文献文献はすべてはすべてはすべてはすべて間違間違間違間違っているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうか？？？？
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1914年教理年教理年教理年教理のののの由来由来由来由来

最初最初最初最初にににに計算方法計算方法計算方法計算方法をををを提唱提唱提唱提唱したしたしたした人人人人々々々々　　　　（年鑑1976年　P36-37）

ジョンジョンジョンジョン・・・・A・・・・ブラウンブラウンブラウンブラウン（英国）　1823年に「The Even-Tide」という本で七つの時と異邦人の時を結びつけて2,520年を提
唱しました。ラッセルが自分の聖書研究会を開く47年前のことです。又、紀元前604年を起点として1917年に異邦人の時

が終わるとしました。

N・・・・H・・・・バーバーバーバーバーバーバーバー　　　　ブラウンの著作をもとに自分の予言解釈を1875年9月に「Herald Of the Morning（朝の先ぶれ）」に掲
載し、起点を西暦前606年に修正し1914年に異邦人の時が終わるとします。（この時に元年0年がないことに気がつかず
一年のズレがでています。それで後に協会は西暦前607年とします。）

C・・・・T・・・・ラッセルラッセルラッセルラッセル　　　　ラッセルはバーバーの雑誌を入手（1876年1月）し、やがてバーバーの雑誌の編集者となりました。ラッ
セルは1914年説をプロテスタントの信者から得たことになります。ラッセルはブラウンの計算法を伝統的に引き継いだだ
けなので、起点となる前607年の根拠を歴史的に確かめる事はしていませんでした。

質問質問質問質問：　：　：　：　ラッセルラッセルラッセルラッセルがががが1914年説年説年説年説をををを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（（（（長老派長老派長老派長老派））））からからからから継承継承継承継承したしたしたした時時時時、、、、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１１１世紀世紀世紀世紀からからからから継続継続継続継続してしてしてして存在存在存在存在していたはずのしていたはずのしていたはずのしていたはずの時宜時宜時宜時宜にににに適適適適ったったったった食物食物食物食物をををを与与与与えるえるえるえる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級はどこにいたのでしょうかはどこにいたのでしょうかはどこにいたのでしょうかはどこにいたのでしょうか？？？？

質問質問質問質問：　：　：　：　ラッセルラッセルラッセルラッセルがががが予言予言予言予言のののの解釈解釈解釈解釈をををを奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級からからからから得得得得ていないのであればていないのであればていないのであればていないのであれば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彼彼彼彼はははは誰誰誰誰のののの食卓食卓食卓食卓からからからから霊的食物霊的食物霊的食物霊的食物をををを得得得得ていたのでしょうかていたのでしょうかていたのでしょうかていたのでしょうか？？？？

質問質問質問質問：　：　：　：　ラッセルラッセルラッセルラッセルがががが聖書聖書聖書聖書だけをだけをだけをだけを調調調調べてべてべてべて真理真理真理真理にににに達達達達したのであればしたのであればしたのであればしたのであれば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なぜなぜなぜなぜ現在現在現在現在のののの証人証人証人証人たちはたちはたちはたちは聖書聖書聖書聖書だけからだけからだけからだけから研究研究研究研究をしてはいけないのでしょうかをしてはいけないのでしょうかをしてはいけないのでしょうかをしてはいけないのでしょうか？？？？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

塔塔塔塔81 12/15 P24はははは「「「「出版物出版物出版物出版物をををを使使使使わないでわないでわないでわないで聖書聖書聖書聖書だけをだけをだけをだけを使使使使ってってってって研究研究研究研究するとするとするとするとバビロンバビロンバビロンバビロンのののの教理教理教理教理にににに逆戻逆戻逆戻逆戻りするりするりするりする」」」」とととと主張主張主張主張。。。。

「グループに分かれて家庭で聖書だけを読んでいれは十分だ，と彼らは言います。ところが不思議なことに，彼らはそのような“聖
書朗読”を通してキリス ト教世界の僧職者が著わした100年前の聖書注釈書に教えられている背教した教理に逆戻りし，中には
12月25日のローマのサトゥルナリアのような，キリ スト教世界が行なう祝祭を再び祝うようになった人さえいます。イエスとその使
徒たちは，そのような不法の者たちに気を付けるよう警告していました。
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ラッセルラッセルラッセルラッセルのののの予言予言予言予言

ラッセルラッセルラッセルラッセルがががが預言預言預言預言してしてしてしていたこといたこといたこといたこと：：：：
●●●●1878年年年年ににににイエスイエスイエスイエスがががが王位王位王位王位についたについたについたについた。。。。
●●●●1874年年年年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始始始始まりまりまりまり、、、、1914年年年年ににににキリストキリストキリストキリストがががが異邦人異邦人異邦人異邦人のののの政府政府政府政府をををを倒倒倒倒すすすす。。。。
●●●●1914年年年年にににに地上地上地上地上ののののエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムはもはやはもはやはもはやはもはや異邦人異邦人異邦人異邦人にににに踏踏踏踏みみみみ荒荒荒荒らされなくなるらされなくなるらされなくなるらされなくなる。。。。
●●●●1914年年年年にににに油油油油そそがれたそそがれたそそがれたそそがれたクリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャン（（（（当時当時当時当時はははは地上級地上級地上級地上級はいないはいないはいないはいない））））がががが天天天天にあげられるにあげられるにあげられるにあげられる。。。。
●●●●バビロンバビロンバビロンバビロンとととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれるキリストキリストキリストキリスト教教教教もももも1914年年年年にににに過過過過ぎぎぎぎ去去去去るるるる。。。。

●●●●ラッセルラッセルラッセルラッセルがががが自分自分自分自分がががが打打打打ちちちち出出出出したしたしたした年号年号年号年号はははは「「「「神神神神のののの年号年号年号年号」」」」だとだとだとだと断言断言断言断言。。。。

ラッセルラッセルラッセルラッセルがががが預言預言預言預言してしてしてしていなかったいなかったいなかったいなかったことことことこと：：：：
●●●●キリストキリストキリストキリストがががが1914年年年年にににに「「「「臨在臨在臨在臨在」」」」するとはするとはするとはするとは一度一度一度一度もももも預言預言預言預言していないしていないしていないしていない。（。（。（。（臨在臨在臨在臨在はははは1943年年年年にににに出出出出されたされたされたされた教理教理教理教理））））
●●●●キリストキリストキリストキリストがががが1914年年年年にににに王位王位王位王位にににに即位即位即位即位するとはするとはするとはするとは預言預言預言預言していないしていないしていないしていない。（。（。（。（1922年年年年にににに調整調整調整調整））））
●●●●1914年年年年にににに「「「「終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時」」」」がががが始始始始まるとはまるとはまるとはまるとは預言預言預言預言していないしていないしていないしていない。。。。
　（ラザフォードも終わりの時の起点を1799年としていた。）

証人証人証人証人たちはたちはたちはたちはラッセルラッセルラッセルラッセルがががが1914年年年年をををを神意神意神意神意によりによりによりにより的確的確的確的確にににに

予告予告予告予告していたとしていたとしていたとしていたと主張主張主張主張しますがしますがしますがしますが、、、、本当本当本当本当なのでしょうかなのでしょうかなのでしょうかなのでしょうか？？？？

組織組織組織組織のののの主張主張主張主張とはうらはらにとはうらはらにとはうらはらにとはうらはらにラッセルラッセルラッセルラッセルはははは一体何一体何一体何一体何をををを予見予見予見予見していたのでしょうかしていたのでしょうかしていたのでしょうかしていたのでしょうか？？？？
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目73 10/8の本文にはいかに組織が1914年の預言が当たっていた
かを説明。その根拠として1914年のThe World Magazineに

取り上げられたものみの塔に関する記事のページを掲載（左）。
目ざめよ！に掲載した写真は赤線枠の部分が削除されている。
なぜならラッセルの「全ての王国が終わる」という預言は成就
しなかったからである。組織が当時の預言内容を隠しながら
1914年という年だけを強調するのは常套手段。

なぜここをなぜここをなぜここをなぜここを切切切切りりりり取取取取ってってってって転載転載転載転載したのかしたのかしたのかしたのか？？？？

↓↓↓↓本文本文本文本文

転載

組織組織組織組織もももも知知知知っていますっていますっていますっています…

組織組織組織組織はははは自分自分自分自分たちがたちがたちがたちが1914年年年年にににに関関関関するするするする預言預言預言預言がががが外外外外れていたことをれていたことをれていたことをれていたことを知知知知っていますっていますっていますっています。。。。
もしかしてもしかしてもしかしてもしかして組織組織組織組織のののの1914年預言年預言年預言年預言のののの正確性正確性正確性正確性をををを信信信信じているのはあなただけですかじているのはあなただけですかじているのはあなただけですかじているのはあなただけですか？？？？

もしもしもしもし最最最最もももも大切大切大切大切なななな預言預言預言預言がががが外外外外れていたのであればあなたはれていたのであればあなたはれていたのであればあなたはれていたのであればあなたは何何何何をををを根拠根拠根拠根拠にににに、、、、
これからこれからこれからこれから起起起起こるこるこるこるといわれているといわれているといわれているといわれている預言預言預言預言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？？？？
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又又又又、、、、組織組織組織組織はははは終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時にににに関連関連関連関連してこれらのしてこれらのしてこれらのしてこれらの年数年数年数年数をををを上上上上げてきましたげてきましたげてきましたげてきました。。。。

1840年、1844年、1874年、 1878年、1910年、1914年、1915年、

1918年、1919年、 1920年、 1925年、1975年、1978年……

1914年から一世代以内⇒　えーい面倒だから「時代」全部だ！

そしてたまたまそしてたまたまそしてたまたまそしてたまたま1914年年年年にににに第一次世界大戦第一次世界大戦第一次世界大戦第一次世界大戦がががが起起起起こりましたこりましたこりましたこりました。。。。

これだけこれだけこれだけこれだけ数字数字数字数字をををを出出出出せばせばせばせば一一一一つはつはつはつは「「「「何何何何かがかがかがかが」」」」当当当当たるのではないでしょうかたるのではないでしょうかたるのではないでしょうかたるのではないでしょうか…？？？？

数多数多数多数多くくくく打打打打てばあたるてばあたるてばあたるてばあたる？？？？

教義の提唱時期
終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日のののの

はじまりはじまりはじまりはじまり
キリストキリストキリストキリストのののの再臨再臨再臨再臨 キリストキリストキリストキリストのののの王権王権王権王権

14141414万万万万4444千人千人千人千人のののの
復活復活復活復活

宗教宗教宗教宗教にににに対対対対するするするする
裁裁裁裁きききき

大艱難大艱難大艱難大艱難

1879–19201879–19201879–19201879–1920
1914, 1915,
1918, 1920

1920–19251920–19251920–19251920–1925 1925

1925–19271925–19271925–19271925–1927 1878

1927–19301927–19301927–19301927–1930

1930–19331930–19331930–19331930–1933

1933–19661933–19661933–19661933–1966

1966–19751966–19751966–19751966–1975 1975?

1975–19951975–19951975–19951975–1995
1914年から

一世代

1995199519951995----現在現在現在現在 ずっと

組織組織組織組織がががが預言預言預言預言してきたしてきたしてきたしてきた主主主主なななな年号年号年号年号

1799 1874

1878

1914

1878

1914年から
一世代

1918

1919

1914

http://en.wikipedia.org/wiki/Tribulation
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複合的複合的複合的複合的なしるしなしるしなしるしなしるし

しかししかししかししかし証人証人証人証人たちはたちはたちはたちは答答答答えますえますえますえます。「。「。「。「例例例例ええええ1914年年年年がががが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終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日にいるのはにいるのはにいるのはにいるのは

間違間違間違間違いないのではないでしょうかいないのではないでしょうかいないのではないでしょうかいないのではないでしょうか。。。。複合的複合的複合的複合的なしるしなしるしなしるしなしるしがががが終終終終わりをわりをわりをわりを証拠証拠証拠証拠づけていますづけていますづけていますづけています。」。」。」。」

証人証人証人証人たちはたちはたちはたちはマタイマタイマタイマタイ24章章章章ととととルカルカルカルカ21章章章章のののの預言預言預言預言がががが70年年年年ののののエルサレムエルサレムエルサレムエルサレムのののの終終終終わりのみにわりのみにわりのみにわりのみに適用適用適用適用されずにされずにされずにされずに
現代現代現代現代にもにもにもにも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していますしていますしていますしています。。。。（（（（イエスイエスイエスイエスはそのようなはそのようなはそのようなはそのような事事事事をををを一言一言一言一言もいっていませんもいっていませんもいっていませんもいっていませんがががが…））））
マタイ24：15-16には 「それゆえ，荒廃をもたらす嫌悪すべきものが，預言者ダニエルを通して語られたとおり，聖なる場所に

立っているのを見かけるなら，（読者は識別力を働かせなさい，） その時，ユダヤにいる者は山に逃げはじめなさい。」
と書いてあるので明らかに1世紀に適用された預言です。ローマが神殿を攻略した時点で成就しています。

それが現代の国連に適用されるとかいう解釈はただの推論にしか過ぎません。

「「「「終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日」」」」のののの複合的複合的複合的複合的なしるしなしるしなしるしなしるし：：：：

■戦争戦争戦争戦争　　　　　 二度の世界大戦。戦争による死者の増加。核兵器。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（といいつつ平和になると「つかの間の平和」だから終わりが近いという。）

■疫病疫病疫病疫病　　　　　 第二次大戦直後のスペイン風邪。エイズ、癌など。

■飢饉飢饉飢饉飢饉　　 1914年以降に大幅に見られる食料困難。

■地震地震地震地震　　　　　　　　 世界的に著しく増加した地震の頻度と被害者数。

■愛愛愛愛のののの低下低下低下低下　 犯罪の増加、離婚率、物質主義、反抗的な若者等。
メモメモメモメモ：：：：　　　　実際のところこれらの統計数字を人類は一貫して記録してきたわけではないので1914年以前と以降を比較すること

は非常に困難です。今回はこの中で最初の４つの点をとりあげます。愛の低下に関しては主観論が入りやすく数字で実証し

にくいのと、一貫した全ての国の犯罪統計を入手するのは困難です。一つだけいうとすればどの世代の人間も必ず昔を美

化して懐かしみ、今の方が悪くなったという傾向があります。常に昔の政治家の方が汚職が少なく、犯罪が少なく、良い時代

だったといいます。あなた自身で実の周りを調べてみると案外と世の中が良くなっている事に気がつくと思いますよ！

それではそれではそれではそれでは実際実際実際実際のところのところのところのところ世世世世のののの中中中中はははは本当本当本当本当にににに悪悪悪悪くなっているのかくなっているのかくなっているのかくなっているのか調調調調べてみましょうべてみましょうべてみましょうべてみましょう…
注意注意注意注意：：：：この資料には様々な統計が出てきますが、それらの数字は基本的に最後のページの本の中から取られています。
各本は膨大な量の資料を用いているのでこの資料で割愛させて頂きます。また入手しにくい英語の資料でもあるので、
一般的な数字（地震、疫病、飢饉、戦争）に関しては図書館で百科事典などを調べる事をお勧めします。
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日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける大地震大地震大地震大地震のののの記録記録記録記録

世紀 回数
9世紀 40
10世紀 17
11世紀 20
12世紀 18
13世紀 16
14世紀 19
15世紀 36
16世紀 17
17世紀 26
18世紀 31
19世紀 27

1982198219821982年出版年出版年出版年出版　「　「　「　「永遠永遠永遠永遠にににに生生生生きるきるきるきる」　」　」　」　18章　世の終わりは近い！
西暦856年から1914年までの1,000年余りのあいだに起きた大地震はわずか24242424件件件件で，死者の数は197万3,000人でした。しかし，
1915191519151915年年年年からからからから1978197819781978年年年年までのまでのまでのまでの63636363年間年間年間年間にはにはにはには，，，，43434343件件件件のののの大地震大地震大地震大地震があり，合計160万ほどの人が死んでいます。

1985198519851985年出版年出版年出版年出版　「　「　「　「論論論論じるじるじるじる」　」　」　」　項目：終わりの日
1914年以後の大地震の発生回数は，実際に重大な意味を帯びるほどのものだったでしょうか。1984年に，コロラド州ボールダー
の全米地球物理学データ･センターから得たデータと幾つかの標準的な参考文献を補足資料として用いた表が作成されました。
その表にはマグニチュード7.5かそれ以上を記録した地震，または500万（米）㌦以上の金額に相当する財産を破壊したり，100
万人以上の死者を出したりした地震だけが載せられています。1914年以前の2,000年間にはそのような地震の発生は856856856856回回回回と
計算されています。ところが，1914191419141914年以後年以後年以後年以後のわずかのわずかのわずかのわずか69696969年間年間年間年間にににに，，，，そのようなそのようなそのようなそのような地震地震地震地震がががが605605605605回回回回あったことを同じ表は示しています。これ
は，1914年以前の2,000年間と比べて，それ以後の年間平均地震発生率が20倍も増加したことを意味しています。

出版物出版物出版物出版物によってによってによってによって数字数字数字数字がががが全全全全くくくく違違違違いますいますいますいます。。。。一体一体一体一体どのようなどのようなどのようなどのような統計統計統計統計からこれらのからこれらのからこれらのからこれらの数字数字数字数字をとってきたのでしょうかをとってきたのでしょうかをとってきたのでしょうかをとってきたのでしょうか？？？？

地震地震地震地震はははは増増増増えたのかえたのかえたのかえたのか①①①①

19世紀以前の地震の統計はがないため

地震の回数を調べるのは大変困難ですが
日本は昔から地震が多かったため記録が
残されています。増えている証拠はありません。

Branch Of Global Se ismology & Geomagnet ismBranch Of Global Se ismology & Geomagnet ismBranch Of Global Se ismology & Geomagnet ismBranch Of Global Se ismology & Geomagnet ism

Nat ional Earthquake  In format ion CenterNat ional Earthquake  In format ion CenterNat ional Earthquake  In format ion CenterNat ional Earthquake  In format ion Center

（地震の統計をとっているアメリカの機関）

17年周期 地震の回数 年間平均
1897-1913 49 2.9
1914-1930 28 1.6
1931-1947 28 1.6
1948-1964 14 0.8
1965-1981 10 0.6
参考：大きい地震の回数であり震度８以上の地震のみ数えている。

統計上統計上統計上統計上地震地震地震地震はははは1914年以降減少年以降減少年以降減少年以降減少していますしていますしていますしています。。。。

地震測定器（Richter Scale）が導入されたのは19世紀なので
厳密には1914年以降と以前の地震の頻度を比較するのは困難です。
しかし現存する入手可能な数字で比較すると…
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地震地震地震地震はははは増増増増えたのかえたのかえたのかえたのか②②②②

目目目目77 677 677 677 6////8 8 8 8 PPPP10101010 塔塔塔塔83 883 883 883 8////15 15 15 15 PPPP7777
1920    中国                 180,000   1920  甘粛省（中国）                      200,000
1939    トルコ                 23,000   1939  エルジンジャン（トルコ）             30,000
1950    インド                 1,500   1950  アッサム（インド）                   20,000
1962    イラン                 10,000   1962  イラン北西部                        12,230
1972    ニカラグア             6,000   1972  マナグア（ニカラグア）              10,000
1976    中国                  655 ,235655 ,235655 ,235655 ,235   1976  唐山（中国）                        800 ,000800 ,000800 ,000800 ,000

合計 875,735 合計 1,072,230
参考：76年の中国の地震に関しては地震直後に香港から65万人～80万人が
誤報されたが、最終的に中国政府は死者数は公称24万人と発表。

1914年より地震が増えた根拠として出版物は統計を引用するので真実

だと思われるかもしません。しかし統計はどの数字をどのように拾うか
によって数が変わってくるので完全に客観的で科学的な数字とはいい
えません。例えば下記の二つの記事の統計を比較してみてください。目
77年と塔83年に掲載された地震による死者の統計数字です。同じ地震
に言及しているのに数字が違います。83年年年年のののの雑誌雑誌雑誌雑誌のののの方方方方がががが被害者数被害者数被害者数被害者数のののの

数字数字数字数字がががが大大大大きくなっていきくなっていきくなっていきくなっていますますますます。。。。

組織は上の資料でウソをついているというよりは、様々な記録の推定数
字の中から一番大一番大一番大一番大きいきいきいきい数字数字数字数字をををを選択選択選択選択しているために統計にズレがでてきて
います。誰もが自分の理論を証明するのに都合都合都合都合のののの良良良良いいいい数字数字数字数字を選ぶもので
す。76年の中国での地震の統計をひとつとっても、中国政府の死者数公
称24万人ではなく、新聞に最初に誤報された80万人という推測値を引用

してます。出版物の数字は誠実な引用とはいえません。

目目目目77 6/8P10に使われた1914年以降の死者数のリストです。出版物出版物出版物出版物はははは
常常常常にににに1914年以降年以降年以降年以降のののの数字数字数字数字をををを並並並並べていかにべていかにべていかにべていかに規模規模規模規模がががが大大大大きいがきいがきいがきいが主張主張主張主張しますしますしますしますがががが、、、、
1914年以前年以前年以前年以前のののの数字数字数字数字とととと比較比較比較比較することはすることはすることはすることはありませんありませんありませんありません。。。。なぜなら比較すると
1914年以前年以前年以前年以前よりよりよりより被害被害被害被害がががが増増増増したというしたというしたというしたという証拠証拠証拠証拠はでてこないはでてこないはでてこないはでてこないからです。赤点線
枠内が出版物が利用した数字。左側は雑誌が無視した1914年以前の
数字です。この統計から見ると1914年以降に地震が増えた証拠はあり

ません。本当に地震は増えているといえるのでしょうか？
数字はGanse & Nelson、百科事典などから編成



15

塔塔塔塔83 8/15 83 8/15 83 8/15 83 8/15 P4P4P4P4----7777 「地震-終わりのしるし？」
一部の地震学者は，地球は今地震の活動期にあると考えています。例えば，
マサチューセッツ工科大学地球惑星科学学部のケイイチ･アキ教授は，1500
年から1700年までの期間にも地震は活動的であったが，「過去100年間に大
きな地震の規模とひん度が増大したことは明明明明らからからからかである」と述べています。

引用方法引用方法引用方法引用方法のののの誤用誤用誤用誤用

組織組織組織組織がががが引用引用引用引用せずにせずにせずにせずに無視無視無視無視したところしたところしたところしたところ：：：：
「直近100年は地震が増えているが
15-17世紀にかけても同様の活動

の時期があった。」

下記下記下記下記はははは引用引用引用引用のののの出典出典出典出典でででで、、、、アキアキアキアキ教授教授教授教授からからからから組織組織組織組織へへへへ宛宛宛宛てたてたてたてた手紙手紙手紙手紙でででですすすす。。。。
　　　　組織組織組織組織がががが彼彼彼彼にににに地震地震地震地震はははは1914年以降増年以降増年以降増年以降増えているのかえているのかえているのかえているのか？？？？というというというという問問問問いにいにいにいに

　　　　　　　　対対対対してのしてのしてのしてのアキアキアキアキ教授教授教授教授からのからのからのからの返答返答返答返答がががが記記記記されていますされていますされていますされています。。。。

“The Sign Of Last Days-When?” P241

By Carl Olof Jonsoson & Wolfgang Herbst

アキアキアキアキ教授教授教授教授のののの主張主張主張主張①①①①：：：：
「ものみの塔には地震が増えてい
ないことを示すための資料を送っ
た…」（左の手紙を指して）

アキアキアキアキ教授教授教授教授のののの主張主張主張主張②②②②：：：：
「ものみの塔は自分の都合の良
いように私の手紙を引用したのは
明らかで、私のメッセージの意図
を削除している。

組織組織組織組織がががが部分的部分的部分的部分的にににに引用引用引用引用したところしたところしたところしたところ：：：：
「過去100年間に地震が増えているよう
に見見見見えるえるえるえる（apparent＝「「「「明明明明らからからからか」」」」のののの意味意味意味意味

ではないではないではないではない）のはより良い地震の記録が
あるからである…。」
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飢饉飢饉飢饉飢饉はははは増増増増えたのえたのえたのえたのかかかか①①①①

出版物出版物出版物出版物のののの曖昧曖昧曖昧曖昧なななな統計論統計論統計論統計論
ものみの塔の出版物は1914年以降、歴史上最悪の食料不足が生じていると主張します。例えば「八人に一人は栄養不足であ

る」、「四人に一人は十分な栄養を受けられない」といった不思議な統計を出してきます。問題は「栄養不足」とは何を指すのか
です。アメリカの栄養基準に照らし合わせてという意味でしょうか？何カロリー足りないと十分な栄養を得ていないと判断するの
でしょうか？そこで次に目安となってくるのは、具体的にどれくらいの餓死が実際に起こったかです。出版物は地震と同じ手法
で1914年以降にどれくらいの被害があったかは強調しますが、1914年以前にどれくらいの飢饉があったのかは扱っていません。

1914年年年年以前以前以前以前のののの飢饉飢饉飢饉飢饉のののの規模規模規模規模はははは大大大大きかったきかったきかったきかった

■中国では1810年、1811年、1846年、1849年に生じた飢饉により4,500万人万人万人万人が死亡しています。1854

年から1864年にかけての飢饉は2,000万人万人万人万人の命を奪っています。中国は飢饉の国と呼ばれており紀
元前108年より1911年までの間に1,828もの飢饉が起きたことが記録に残っていますが、1949年以来、

穀物生産が増加して今では食料不足はほとんどありません。

■インドでは1769～71年の飢饉にインドインドインドインドのののの人口人口人口人口のののの1/3が死んだと推定されています。1865年から1900

年にかけての4つの大規模な飢饉では合計1,650万人万人万人万人が命を失っています。1943年には150万人、
1974年には30万人の死者を生み出しまたが、現代に入りほぼ自給自足でなりたつようになりました。

死者数の規模を比較しても減少している事が分かります。

■ヨーロッパでは10世紀から16世紀にかけて400ものものものもの飢饉飢饉飢饉飢饉が生じています。フランスフランスフランスフランスではではではでは1693年年年年にににに数数数数
百万人百万人百万人百万人が餓死しています。1696年の飢饉ではフィンランドフィンランドフィンランドフィンランドのののの1/3がががが死亡死亡死亡死亡したといわれています。1846年
にはアイランドアイランドアイランドアイランドでででで100万人万人万人万人が餓死しました。20世紀に入りこのような規模の飢饉はヨーロッパでは起き

ていません。

■中国では19世紀に人の肉を食べるのが平然と行われていました。中世においてもヨーロッパでは

親が子供を殺して食べたり墓地の死体を掘り起こして骨を食べたという記録があります。現在このよう
なことを行っている国はどれほどあるでしょうか？

メモメモメモメモ：：：：ここにあるここにあるここにあるここにある数字数字数字数字にににに関関関関してはしてはしてはしては独自独自独自独自でででで図書館図書館図書館図書館などでなどでなどでなどで調調調調べてくださいべてくださいべてくださいべてください。。。。

1846年にアイルランドを襲った
飢饉では100万人が餓死。ヨー

ロッパ最後の最大の飢饉となる。

1876年に中国を襲った飢饉では

死体を食べるのは日常であった。

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統計統計統計統計をををを自分自分自分自分でででで調調調調べたべたべたべた信者信者信者信者はほとんどいないとはほとんどいないとはほとんどいないとはほとんどいないと思思思思いますいますいますいます。。。。

私私私私たちはたちはたちはたちは盲目的盲目的盲目的盲目的にににに出版物出版物出版物出版物のののの主張主張主張主張するするするする数字数字数字数字のみをのみをのみをのみを信信信信じてきましたじてきましたじてきましたじてきました。。。。
そもそもそもそもそもそもそもそも1914年年年年よりよりよりより前前前前からのからのからのからの統計統計統計統計をををを誰誰誰誰がとっているのでしょうかがとっているのでしょうかがとっているのでしょうかがとっているのでしょうか？？？？

私私私私たちはたちはたちはたちは「「「「世世世世のおわりのしるしのおわりのしるしのおわりのしるしのおわりのしるし」」」」をををを感覚論感覚論感覚論感覚論でとらえていませんかでとらえていませんかでとらえていませんかでとらえていませんか？？？？
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飢饉飢饉飢饉飢饉はははは増増増増えたのえたのえたのえたのかかかか②②②②

「いつの時代にも、また、いかなる地においても、人々は飢えを経験してきた。…しかし平均して、着実により
質の高い常食を確保する様相を帯びてきていることは事実だ。…確かに今日の人々は平均的に、100年前
より食料が備えられている。」 Biology of Human Starvation, St Paul, 1950, P3,12

「飢えを許してはならないあくと考える今の世の中は、飢餓や貧困が一世代前の人々にとってずっと続いて
いた生活状況であったことをなかなか理解できないであろう。…食料不足が長年にわたって全世界の悩み
であったころの生活は、現代の状況で暮らす人々には想像も及ばないものであった。」　E. Parmalee Prentice-

Hunger and History, The Influence of Hunger on Human History, Caldwell, Idaho, 1951, P10, 137

「幾世紀にもわたって、飢餓は常習的な現象であり、当然やってくる災難とみなされていた。…しかし、あら

ゆる面から考えても、前の時代の発生の頻度は、今日の世界のほとんどすべての居住地域と比較にならな
いほど多かったようである。」　Colliers Encyclopedia,New York 1979, P552-553

「史上初めて人類は貧困とそれに伴う飢えを止めることが可能になった。飢えの撲滅はもはやただ理想的
なユートピアではなく、実際に実現できる目標となった。」 The Geopolitics Of Hunger, New York, 1977, P447, 448

「過去30年において、世界中における一人あたりの食物の消費量は上がっている。…飢餓による死者数は

絶対的に数字のいても、人口母数における比率のいずれにおいても減少している。食料の価格は近代に入
り下がっており…この現象はさらに続くことを我々は確信できる。」 Julian L. Simon and Herman Kahn - The 

Resourceful Earth, London, 1984

「我々はテレビ、雑誌、新聞などの視覚的な情報から、世界中において飢餓が増えているという印象を持つ
かもしれないが、実際にはその反対である。今世紀に入り飢餓の被害は大幅に改善されている。」
Food Expert professor D. Gale Johnson - World Food Problem and Prospects, Washington D.C., 1975, P17

専門家専門家専門家専門家はははは飢餓飢餓飢餓飢餓にににに関関関関してなんといっているかしてなんといっているかしてなんといっているかしてなんといっているか…

現代現代現代現代ははははテレビテレビテレビテレビ、、、、新聞新聞新聞新聞、、、、雑誌雑誌雑誌雑誌などのなどのなどのなどの発達発達発達発達によりによりによりによりアフリカアフリカアフリカアフリカなどのなどのなどのなどの飢餓飢餓飢餓飢餓のののの映像映像映像映像がががが目目目目にににに飛飛飛飛びびびび込込込込んできますんできますんできますんできます。。。。
それでそれでそれでそれで世界中世界中世界中世界中にににに飢饉飢饉飢饉飢饉がががが広広広広がっているかのようながっているかのようながっているかのようながっているかのような印象印象印象印象をををを受受受受けますがけますがけますがけますが、、、、実際実際実際実際にはにはにはには1世紀前世紀前世紀前世紀前よりもよりもよりもよりも事態事態事態事態はははは

改善改善改善改善されてきていますされてきていますされてきていますされてきています。。。。実際実際実際実際にににに図書館図書館図書館図書館にいってにいってにいってにいって自分自分自分自分でででで調調調調べてみるといいかもしれませんべてみるといいかもしれませんべてみるといいかもしれませんべてみるといいかもしれません。。。。
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疫病疫病疫病疫病はははは増増増増えたのかえたのかえたのかえたのか

1846～62年の長期間に渡ってヨロッパを

襲ったコレラ。

各国各国各国各国におけるにおけるにおけるにおける結核結核結核結核によるによるによるによる死亡率死亡率死亡率死亡率

1914年年年年以前以前以前以前のののの疫病疫病疫病疫病はよりひどかったはよりひどかったはよりひどかったはよりひどかった

■出版物はエイズや癌を世の終わりのしるしとして引き合いにしますが、これらは｢難病」で
はありますがエイズエイズエイズエイズやややや癌癌癌癌はははは｢｢｢｢疫病疫病疫病疫病」」」」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。疫病とは「悪性の伝染伝染伝染伝染病」の事です。

■20世紀初期ではヨーロッパだけで毎年100万人が結核により死亡していました。世界的

に見ると結核結核結核結核によるによるによるによる死亡者数死亡者数死亡者数死亡者数はははは大大大大きくきくきくきく改善改善改善改善されてます。（後進国は改善の余地あり）

■医療専門家は1918年におけるスペイン風邪は「近代にける最も破壊的な流行病」と見て

いますが、歴史においては必ずしも初初初初めてではなかっためてではなかっためてではなかっためてではなかった事に同意しています。

■目ざめよ！はスペイン風邪の方が黒死病より破壊的であったと主張します。なぜなら黒
死病は3年かけて6,200万人死亡しましたが、スペイン風邪は4ヶ月の間に2,100万人が死ん
だからだといいます。しかし！実際にはスペイン風邪は一年続いたので、黒死病も3年で割
るとほぼ同じ死者数になります。出版物出版物出版物出版物はははは統計統計統計統計のののの数字数字数字数字をををを都合都合都合都合のののの良良良良いほうにいほうにいほうにいほうに誤用誤用誤用誤用しますしますしますします。。。。
しかも黒死病の時は人口が1918年に比べて1/4でしたので死亡率に大きな差があります
（黒死病黒死病黒死病黒死病はははは14%14%14%14%＝6,200万人/4億5千万人、スペインスペインスペインスペイン風邪風邪風邪風邪はははは1%1%1%1%＝2,100万人/18億人）。

■目ざめよ！8/1/83号は「 アフリカでは毎年5歳以下の子供たち100万人がマラリアのため
に死んでゆきます…全世界では1億5,000万を超える人々が…マラリアの症状…に悩まさ

れています」としていますが1914年以前の事には触れていません。過去には世界人口世界人口世界人口世界人口のののの
1/31/31/31/3ががががマラリアマラリアマラリアマラリアにかかっていた時代がありました。

■19世紀に世界を襲ったコレラコレラコレラコレラのののの死亡率死亡率死亡率死亡率はははは50～～～～80%でした。インド、ロシアから始まりヨー
ロッパ、アメリカを7年に渡り恐怖に陥れ、最終的には1億人以上億人以上億人以上億人以上のののの死者死者死者死者を出しました。

■はしかはしかはしかはしか、、、、水水水水ぼうそうぼうそうぼうそうぼうそう、、、、梅毒梅毒梅毒梅毒はははは16～～～～19世紀世紀世紀世紀にかけてにかけてにかけてにかけて蔓延蔓延蔓延蔓延していました。アメリカアメリカアメリカアメリカのののの先住民先住民先住民先住民やややや

アステカアステカアステカアステカ人全体人全体人全体人全体をををを瀕死状態瀕死状態瀕死状態瀕死状態に追い込みました。これら猛烈な破壊力を持っていた伝染病は
今では予防接種のために過去のものとなりました。

■19世紀以前世紀以前世紀以前世紀以前はははは人人人人のののの平均寿命平均寿命平均寿命平均寿命はははは20～～～～30歳歳歳歳とされていましたがとされていましたがとされていましたがとされていましたが、、、、現在現在現在現在ではではではでは70歳以上歳以上歳以上歳以上がががが標準標準標準標準
ですですですです。。。。みなさんも教科書で江戸時代の平均寿命が40歳ぐらいだったので12歳で成人式を

行ったと習いませんでしたか？本当に疫病は蔓延しているのでしょうか？
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世界大戦世界大戦世界大戦世界大戦はははは特別特別特別特別？？？？①①①①

実際実際実際実際にににに1914年年年年のののの世界大戦世界大戦世界大戦世界大戦はははは規模規模規模規模のののの大大大大きいきいきいきい戦争戦争戦争戦争でででで大大大大きなきなきなきな転換点転換点転換点転換点でもありましたでもありましたでもありましたでもありました。。。。

問題問題問題問題なのはなのはなのはなのは出版物出版物出版物出版物はしばしばはしばしばはしばしばはしばしば専門家専門家専門家専門家のののの声声声声をををを引用引用引用引用しますがしますがしますがしますが、、、、大抵都合大抵都合大抵都合大抵都合のののの良良良良いいいい部分部分部分部分だけだけだけだけ切切切切りりりり取取取取ってきますってきますってきますってきます。。。。
またまたまたまた様様様様々々々々なななな数字数字数字数字をををを掲掲掲掲げますがげますがげますがげますが自分自分自分自分たちにとってたちにとってたちにとってたちにとって都合都合都合都合のののの良良良良いいいい数字数字数字数字ののののマジックマジックマジックマジックをををを使使使使いますいますいますいます。。。。
統計学というのは数字なので信用できそうに見えますが、実際には数字の見方に主観が入るので

答えは分析者によって変わってきます。皆さんも数字は鵜呑みにしないようにしましょう。⇒ライブドア決算と同じです（笑）

組織組織組織組織はははは自分自分自分自分のののの主張主張主張主張をををを正当化正当化正当化正当化するためにするためにするためにするために二二二二つのつのつのつの方法方法方法方法をををを用用用用いますいますいますいます。。。。

①①①①文章引用文章引用文章引用文章引用のののの歪曲歪曲歪曲歪曲。　。　。　。　②②②②統計数字統計数字統計数字統計数字からのごからのごからのごからのご都合主義都合主義都合主義都合主義なななな切切切切りりりり出出出出しししし。。。。
（どこかの企業のマーケティング営業資料とあまり変わらないですな…笑）

出版物出版物出版物出版物はははは権威権威権威権威のののの声声声声をををを都合都合都合都合のののの良良良良いようにいようにいようにいように引用引用引用引用しますしますしますします。。。。

■■■■1981198119811981年年年年にににに発行発行発行発行されたされたされたされた「「「「王国王国王国王国がががが来来来来ますようにますようにますようにますように」」」」ののののP115P115P115P115
引用部分：　 「第一次世界大戦は歴史の大異変の一つであった」－バーバラ・タッチマン著、「ガンズ・オブ・オーガスト」、1962年

実際の原典： 「フランス革命と同様に、第一次世界大戦は歴史の大異変の一つであった。」

引用部分：　 「1914年に世界は結合力を失い、以後それを取り戻すことに成功していない。…この時代は国境の内外において

著しい無秩序と暴力の時代になった」－エコノミスト（ロンドン）、1979年8月4日号
実際には： 1914年以後と1789年以後との間には、戦争、無秩序、暴力などに多くの共通点があることを論じている。

出版物出版物出版物出版物がががが提示提示提示提示するするするする数字数字数字数字はどこまではどこまではどこまではどこまで信用信用信用信用できますかできますかできますかできますか？？？？？？？？

■■■■1961/2/22目目目目ざめよざめよざめよざめよ！！！！P6

第一次世界大戦で死亡した人数を3,750万人以上が死んだとしています。その出典は1946年の世界年鑑となっていますが、ここで
出版物が明らかにていないのは、この3,700万以上の数には戦争に直接関係直接関係直接関係直接関係せずせずせずせずに死んだ人、例えば飢饉やスペイン風邪などの

病気で死んだ人の数が含まれている事です。
■■■■ 1983/10/8目目目目ざめよざめよざめよざめよ！！！！P12では、この数はほとんど半分に減らされて、死者の数は約2,100万人となっています。
■■■■ 1971/10/8目目目目ざめよざめよざめよざめよ！！！！P16では、死者の数約1,400万人としています。 ⇒　歴史的にも実際には1,400万人が妥当と思われる。

http://www.jwic.com/war.htm
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第一次第一次第一次第一次、、、、第二次世界大戦第二次世界大戦第二次世界大戦第二次世界大戦にににに参加参加参加参加しししし、、、、重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をになったをになったをになったをになったモンゴメリーモンゴメリーモンゴメリーモンゴメリー元帥元帥元帥元帥：：：：

「しかしながら、全てを考慮すると、ヨーロッパの外での戦いは、戦略的な重要性は少ししかなかったと言える。1914191419141914－－－－1918191819181918年年年年のののの

戦争戦争戦争戦争はははは、、、、本質的本質的本質的本質的にはにはにはにはヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ戦争戦争戦争戦争であったであったであったであった。これは後に「世界大戦」と呼ばれるようになったが、その理由は、大英帝国の多くの
植民地が参加したこと、1917年にアメリカ合衆国が協商国として参加したことによる。しかし、実際には海軍の役割はおおむね受け
身的であり、この戦争は、それ以前の幾つかの戦争、たとえば七年戦争七年戦争七年戦争七年戦争とととと比較比較比較比較するとするとするとすると、「、「、「、「世界戦争世界戦争世界戦争世界戦争」」」」のののの度合度合度合度合いはよりいはよりいはよりいはより少少少少ないないないないと言え
る。」（Viscount Montgomery, A History of Warfare, Collins (London 1968) p. 470）。

■■■■三十年戦争三十年戦争三十年戦争三十年戦争（（（（1618－－－－1648））））
これはヨーロッパの10ヶ国を巻き込む国際戦争であったが、兵士の死者の数は200～300万人の間と推定されている。…当時の
ドイツドイツドイツドイツ国民国民国民国民のののの30－－－－40％％％％にににに当当当当たるたるたるたる700700700700～～～～800800800800万人万人万人万人のののの市民市民市民市民がががが死亡死亡死亡死亡したと考えられている。（ドイツでは第一次世界大戦を凌ぐ死者数。）

■■■■清清清清によるによるによるによる中国平定中国平定中国平定中国平定（（（（15世紀世紀世紀世紀））））
中国東北部に14世紀後半に建国された清の国は、15世紀に入ると南下して、明の国が支配していた中国を北から南にかけて征服
していく。この過程で、清は容赦ない大量殺戮を行ったと言われ、死者死者死者死者のののの総数総数総数総数はははは約約約約2,5002,5002,5002,500万人万人万人万人と推定されている。

■■■■ナポレオンナポレオンナポレオンナポレオン戦争戦争戦争戦争（（（（1792－－－－1815））））
この戦争ではほぼ第一次世界大戦と同じ数の国が参戦したが、フランスだけで死者の数は約200万人と推定されており、23年にわ
たった戦争全体の死者死者死者死者はははは500500500500～～～～600600600600万人万人万人万人と推定されている。

■■■■太平天国太平天国太平天国太平天国のののの戦乱戦乱戦乱戦乱（（（（1850－－－－1864））））
これは19世紀の清が支配する中国に起こった、満州人支配に反発する中国農民の大規模な内戦であった。歴史家はこの戦乱を
「19世紀全体の歴史の中で最も破壊的な戦争」と位置づけており、その死者死者死者死者のののの総数総数総数総数はははは2,0002,0002,0002,000～～～～3,0003,0003,0003,000万人万人万人万人と推定されている。1982年
3月22日の「「「「目目目目ざめよざめよざめよざめよ！」！」！」！」誌誌誌誌のののの記事記事記事記事ではこのではこのではこのではこの運動運動運動運動によるによるによるによる死者死者死者死者をををを「「「「多分多分多分多分4,0004,0004,0004,000万人万人万人万人にににに上上上上るるるる」」」」とととと書書書書いているいているいているいている。何と、このものみの塔の出版

物自体が認める死者の数だけをとっても、第一次世界大戦の死者の総数の四倍近くになってしまう。

■■■■ロペツロペツロペツロペツ戦争戦争戦争戦争（（（（1864－－－－1870））））
南米で起きた19世紀の大戦争で、パラグアイが、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジルの連合軍と戦ったもので、パラグアイの人口
の80パーセント以上が殺されたと言われ、死者死者死者死者のののの総数総数総数総数はははは200200200200万人万人万人万人を越えると推定されている。

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

あれあれあれあれ、、、、そんなにそんなにそんなにそんなに多多多多くていいのくていいのくていいのくていいの？？？？

世界大戦世界大戦世界大戦世界大戦はははは特別特別特別特別？？？？②②②②

出版物出版物出版物出版物はははは世界第一次大戦世界第一次大戦世界第一次大戦世界第一次大戦はそれまでのはそれまでのはそれまでのはそれまでの2,400年間年間年間年間におけるにおけるにおけるにおける主主主主なななな戦争戦争戦争戦争をををを足足足足したよりもしたよりもしたよりもしたよりも7倍倍倍倍のののの死者死者死者死者をををを生生生生みみみみ出出出出したしたしたした

とととと主張主張主張主張しますしますしますします。。。。しかししかししかししかし本当本当本当本当にそうなのでしょうかにそうなのでしょうかにそうなのでしょうかにそうなのでしょうか？？？？下下下下のののの死者数死者数死者数死者数をををを足足足足してしてしてして見見見見てくださいてくださいてくださいてください。。。。

またまたまたまた重要重要重要重要なななな事事事事としてとしてとしてとして歴史家歴史家歴史家歴史家はははは他他他他のののの戦争戦争戦争戦争もももも「「「「世界大戦世界大戦世界大戦世界大戦」」」」規模規模規模規模であったであったであったであった事事事事をををを認認認認めていますめていますめていますめています。。。。第一次世界大戦第一次世界大戦第一次世界大戦第一次世界大戦はははは便便便便
宜上宜上宜上宜上「「「「世界世界世界世界」」」」とつけられましたがとつけられましたがとつけられましたがとつけられましたが、、、、実際実際実際実際にはにはにはにはヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパでのでのでのでの戦争戦争戦争戦争でしたでしたでしたでした。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも出版物出版物出版物出版物がいうようにがいうようにがいうようにがいうように全全全全てのてのてのての歴歴歴歴
史家史家史家史家がががが一致一致一致一致しているわけではありませんしているわけではありませんしているわけではありませんしているわけではありません。。。。
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■■■■西暦西暦西暦西暦5555世紀世紀世紀世紀ののののローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国のののの衰退衰退衰退衰退についてについてについてについて：：：：
この時期は世界の歴史歴史歴史歴史のののの重要重要重要重要なななな転換点転換点転換点転換点の一つであった。（Dupuy & Dupuy 1970, p166）

■■■■18181818世紀世紀世紀世紀のののの終終終終わりにわりにわりにわりに始始始始ったったったった産業革命産業革命産業革命産業革命についてについてについてについて：：：：
どのような計算に基づいたとしても、これ（産業革命）は農耕と都市の形成以来、世界世界世界世界のののの歴史歴史歴史歴史のののの中中中中でででで多分最多分最多分最多分最もももも重要重要重要重要なななな出来事出来事出来事出来事
であった。（E.J.Hobsbawm, The Age of Revolution (London 1962), p29）

■■■■1789178917891789年年年年からからからから1799179917991799年年年年ののののフランスフランスフランスフランス革命革命革命革命についてについてについてについて：：：：
フランス革命は近代ヨーロッパの生活の中で最も重要な出来事であった。…今日、20世紀の半ばにおいて、それほど老齢でない

われわれの生きている時代に経験した全てのことにもかかわらず、またここアメリカでも、あるいは昔の支配的地位を失ったヨーロッ
パの国々を含む他の世界でも、18世紀の終わりに起きたフランス革命は、近代文明近代文明近代文明近代文明のののの偉大偉大偉大偉大なななな転換点転換点転換点転換点であったと言うことができるの
である。（George Lefebvre, The Coming of the French Revolution (New York: Vintage, 1947), 著名な歴史家R.R. Palmerによる序文から）

■■■■1904190419041904年年年年からからからから1905190519051905年年年年のののの日露戦争日露戦争日露戦争日露戦争についてについてについてについて：：：：
心理的にも政治的にも、この戦争における日本の勝利は、世界世界世界世界のののの歴史歴史歴史歴史においてにおいてにおいてにおいて転換点転換点転換点転換点を記したのであった。
（Dupuy & Dupuy 1970, pp926,1014）

■■■■1945194519451945年年年年のののの広島広島広島広島のののの原爆投下原爆投下原爆投下原爆投下についてについてについてについて：：：：
この時期の終結の時点で、兵器の新しい時代、歴史歴史歴史歴史のののの新新新新しいしいしいしい時代時代時代時代がもたらされた。1945年8月6日の広島への最初の原爆投下は、
核時代の開始を告げた。（Dupuy & Dupuy 1970, pp926,1014）

世界大戦世界大戦世界大戦世界大戦はははは特別特別特別特別？？？？③③③③

歴史家歴史家歴史家歴史家はははは他他他他にもにもにもにも歴史的歴史的歴史的歴史的なななな転換点転換点転換点転換点があったといっていますがあったといっていますがあったといっていますがあったといっています：：：：

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

出版物出版物出版物出版物はははは「「「「最初最初最初最初のののの総力戦争総力戦争総力戦争総力戦争」」」」だったといいますがだったといいますがだったといいますがだったといいますが…

■■■■永遠永遠永遠永遠のののの命命命命にににに導導導導くくくく知識知識知識知識　　　　P100

「試練を受ける世界－1914－1919」と題する本はこう述べています。この戦争は「新たな規模の戦争、人類が経験した初初初初のののの総力戦総力戦総力戦総力戦
となった。その期間の長さや激しさ、規模などは、以前に知られていた、あるいは一般に予想されていた戦いを凌いだ」。

■■■■しかししかししかししかし著名著名著名著名なななな歴史家歴史家歴史家歴史家Cyril Fallsはははは、、、、第二次世界大戦第二次世界大戦第二次世界大戦第二次世界大戦をををを論論論論じながらじながらじながらじながら次次次次のようにのようにのようにのように述述述述べていますべていますべていますべています：：：：

「政治の側では、この戦争は更に「総力戦」へと進んでいった。この「「「「総力戦総力戦総力戦総力戦」」」」のののの概念概念概念概念ははははナポレオンナポレオンナポレオンナポレオン戦争戦争戦争戦争のののの時時時時にににに始始始始ったったったったと考えられている。」

少少少少なくともなくともなくともなくとも全全全全てててて歴史家歴史家歴史家歴史家がががが一致一致一致一致しているわけではありませんしているわけではありませんしているわけではありませんしているわけではありません。。。。
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人口爆発人口爆発人口爆発人口爆発がががが示示示示すものすものすものすもの

1950年年年年からからからから40年以内年以内年以内年以内にににに人口人口人口人口はははは25億人億人億人億人からからからから50億人億人億人億人へといっきへといっきへといっきへといっき
にににに2倍倍倍倍にににに増加増加増加増加しましたしましたしましたしました。。。。人口人口人口人口がががが著著著著しくしくしくしく増加増加増加増加したのはしたのはしたのはしたのは20世紀世紀世紀世紀にににに

入入入入ってからですってからですってからですってからです。。。。（自分の教科書をチェック！）

http://www.globalchange.umich.edu/globalchange2/cu

rrent/lectures/human_pop/human_pop.html#Past

1700年からのヨーロッパにおける統計ですが
4カ国（4本の線）において死亡率が低下して

いるのが分かります。

組織組織組織組織のののの主張通主張通主張通主張通りりりり、、、、歴史的歴史的歴史的歴史的にににに最大最大最大最大のののの規模規模規模規模でででで戦争戦争戦争戦争、、、、疫病疫病疫病疫病、、、、飢饉飢饉飢饉飢饉、、、、地震地震地震地震がががが
起起起起きているのであればきているのであればきているのであればきているのであれば死亡率死亡率死亡率死亡率がががが一番高一番高一番高一番高くなっているはずですくなっているはずですくなっているはずですくなっているはずです。。。。

20世紀後半世紀後半世紀後半世紀後半になってになってになってになって歴史上歴史上歴史上歴史上かつてないかつてないかつてないかつてない程程程程にににに人口人口人口人口がががが爆発的爆発的爆発的爆発的にににに伸伸伸伸びているのはびているのはびているのはびているのは

本当本当本当本当にににに世世世世のののの終終終終わりのわりのわりのわりの複合的複合的複合的複合的なしるしのなしるしのなしるしのなしるしの結果結果結果結果なのでしょうかなのでしょうかなのでしょうかなのでしょうか？？？？

それともそれともそれともそれともエホバエホバエホバエホバははははハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンによりによりによりにより沢山沢山沢山沢山のののの人人人人をををを滅滅滅滅ぼせるようにわざとぼせるようにわざとぼせるようにわざとぼせるようにわざと人口人口人口人口をををを増増増増やしているのでしょうかやしているのでしょうかやしているのでしょうかやしているのでしょうか…？？？？
というよりというよりというよりというより、、、、そこまでしてあなたはそこまでしてあなたはそこまでしてあなたはそこまでしてあなたは本当本当本当本当にににに60億億億億のののの人人人人々々々々はははは死死死死にににに値値値値するとするとするとすると真剣真剣真剣真剣にににに思思思思っているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうか？？？？
ヒトラーヒトラーヒトラーヒトラーののののホロコーストホロコーストホロコーストホロコーストよりよりよりより怖怖怖怖いことをあなたはいことをあなたはいことをあなたはいことをあなたは信信信信じているのですねじているのですねじているのですねじているのですね…。。。。あなたのいうあなたのいうあなたのいうあなたのいう「「「「神神神神のののの愛愛愛愛」」」」はははは怖怖怖怖いですいですいですいです。。。。

目83/11/8 P8
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簡単簡単簡単簡単にまとめるとにまとめるとにまとめるとにまとめると

■■■■1914年年年年のののの起点起点起点起点となるとなるとなるとなる前前前前607年年年年にににに根拠根拠根拠根拠はないはないはないはない。。。。
■■■■1914年年年年がががが確定確定確定確定しないしないしないしない以上以上以上以上はははは奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級がいつがいつがいつがいつ選選選選ばれたのかばれたのかばれたのかばれたのか分分分分からないからないからないからない。。。。
■■■■複合的複合的複合的複合的なしるしはなしるしはなしるしはなしるしは起起起起きていないきていないきていないきていない。（。（。（。（イタタタイタタタイタタタイタタタ…））））

しかもしかもしかもしかも…

■■■■出版物出版物出版物出版物はははは外外外外のののの資料資料資料資料からからからから引用引用引用引用するするするする時時時時にににに原文原文原文原文のののの意図意図意図意図をををを歪曲歪曲歪曲歪曲するするするする。。。。
■■■■出版物出版物出版物出版物はははは都合都合都合都合のののの良良良良いいいい数字数字数字数字をををを都合都合都合都合のののの良良良良いようにいようにいようにいように料理料理料理料理してしてしてして出出出出すすすす。。。。

それでもそれでもそれでもそれでも真理真理真理真理なのですねなのですねなのですねなのですね…。。。。ではではではでは2ページページページページのののの誓約書誓約書誓約書誓約書ににににサインサインサインサインしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

エホバエホバエホバエホバはははは期待期待期待期待をををを裏切裏切裏切裏切りませんがりませんがりませんがりませんが、、、、組織組織組織組織はははは期待期待期待期待をををを裏切裏切裏切裏切りますりますりますります。。。。

地震の増加　飢饉の増加　疫病の増加　戦争の増加

今ある教理を「真理」だとして、それを受け入れないとハルマゲドンで滅ぼされると主張される現役
の皆さん、あなたの救いの根拠は10年後には大きく変わっています。つまり信信信信じているじているじているじている内容内容内容内容はなはなはなはな

んでもよくてんでもよくてんでもよくてんでもよくて、、、、結局組織結局組織結局組織結局組織へのへのへのへの従順従順従順従順のみがのみがのみがのみが救救救救いのいのいのいの基準基準基準基準であるであるであるであるということです。それがイエスの教えら
れた従順ですか？真実を愛する事が真理の基本です。そうでなければただの盲信であり、妄信
へと駆り立てられます。

そしてあなたはこういう背教的な考えは聞きたくないといいますが、こちらもイエスの命令に従がっ
て真実を宣べ伝えないといけません。例え背教者と呼ばれてもです。え？こんな人は迷惑？

でもあなた自身が毎日奉仕に出て各信条を持った人々に背教活動を行っているようなものです。
今の言葉を聞いて恥ずかしいと思った方は、「訪問お断り」の区域カードを密かに捨ててあげてく
ださい。恥ずかしいと思わないあなた…、その義のツラの厚さにこっちが恥ずかしくなります。
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終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日はははは今今今今？？？？

塔塔塔塔81/9/1 81/9/1 81/9/1 81/9/1 P28P28P28P28----30303030
「その後に，わたしはわたしの霊をあらゆる肉なる者に注ぎ，あなた方の息子や娘たちは必ず預言する。あなた方の年寄たち
は，夢を見る。あなた方の若者たちは，幻を見る。そして，その日には，下男や下女たちの上にもわたしの霊を注ぐ」―ヨエル
2:28，29，新。この二つの節は，ペテロがペンテコステの日に引用したために，ヨエルの預言の中では確かに一番よく知られて
いる部分です。（使徒 2:14‐18）ヨエルの預言の信憑性をイスラエル人自身が疑ったことは一度もありません。ヨエル書はイス
ラエル人の正典の中で早くから誉れある位置を占めています。その信憑性をさらに裏付けるものは，使徒ペテロとパウロがヨ
エル書を引用しているという事実です。またティルス，ペリシテ，エドムなどに関する同書の預言が成就したことも，その信憑性
を確証するものとなっています。―使徒 2:14‐18。ローマ 10:13。

使途使途使途使途2:142:142:142:14----18181818
14141414 しかしペテロは十一人の者と一緒に立ち上がり，声を上げて彼らにこう発言した。「ユダヤの皆さん，そしてエルサレムの住
民のすべての方たち，このことを知ってください。わたしの言うことに耳を向けてください。15151515 実際に，この[人たち]は，あなた方
が思うように酔っているのではありません。今は昼間の第三時なのです。16161616 それどころか，これは預言者ヨエルを通して言わ
れた事柄です。17171717 『神は言われる，「そしてそしてそしてそして終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日にににに，わたしは自分の霊の幾らかをあらゆるたぐいの肉なる者の上に注ぎ
出し，あなた方の息子や娘たちは預言し，あなた方の若者たちは幻を見，老人たちは夢を見るであろう。18181818 そして，わたしの男
奴隷の上にも，女奴隷の上にも，わたしはその日に自分の霊を注ぎ出し，彼らは預言するであろう。19191919 またわたしは，上は天
に異兆を，下は地にしるしを，血と火と煙の霧とを与える。20202020 エホバの大いなる輝かしい日が到来する前に，太陽は闇に，月は
血に変わるであろう。21212121 そして，エホバの名を呼び求める者はみな救われるであろう」』。　

1世紀世紀世紀世紀のののの使徒使徒使徒使徒たちにとってたちにとってたちにとってたちにとって「「「「世世世世のののの終終終終わりわりわりわり」」」」とはとはとはとは当時当時当時当時のののの1世紀世紀世紀世紀をををを指指指指していましたしていましたしていましたしていました。。。。

それそれそれそれはははは現代現代現代現代にににに適応適応適応適応されていたわけではありませんされていたわけではありませんされていたわけではありませんされていたわけではありません。。。。
イエスイエスイエスイエスもももも弟子弟子弟子弟子もももも自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの預言預言預言預言がががが2,000年後年後年後年後にににに適応適応適応適応されるとはされるとはされるとはされるとは一言一言一言一言もももも

いっていませんいっていませんいっていませんいっていません。。。。預言預言預言預言のののの雛形雛形雛形雛形だとかいっているのはだとかいっているのはだとかいっているのはだとかいっているのは組織組織組織組織だけですだけですだけですだけです。。。。

神神神神のののの言葉言葉言葉言葉をををを踏踏踏踏みみみみ越越越越えてえてえてえて拡大解釈拡大解釈拡大解釈拡大解釈しししし、、、、ほかのほかのほかのほか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糾弾糾弾糾弾糾弾するのはするのはするのはするのは

神神神神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にならないでしょうかにならないでしょうかにならないでしょうかにならないでしょうか？？？？
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終末思想終末思想終末思想終末思想のののの歴史歴史歴史歴史

聖書聖書聖書聖書のののの年代年代年代年代をををを使使使使ってってってって世世世世のののの終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日をををを導導導導きききき出出出出そうとしたのはものみのそうとしたのはものみのそうとしたのはものみのそうとしたのはものみの塔塔塔塔だけではありませんでしただけではありませんでしただけではありませんでしただけではありませんでした。。。。
これらはこれらはこれらはこれらはほんのほんのほんのほんの数例数例数例数例ですですですです。。。。果果果果たしてたしてたしてたして本当本当本当本当にににに当当当当てたてたてたてた人人人人はははは誰誰誰誰でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？？？？？

成就成就成就成就のののの時時時時 理由理由理由理由
44年 ヨセフスに記録されているTheudasという人物が自らメシヤと名乗り400名を荒野へ。

130年 ガリラヤのラビJoseがエルサレムの崩壊（70年）から三時（60年）数えて預言が成就すると主張。
400年 Hippolytusは、アダムとイエスが5,500年前にわけ隔たのと、6,000年で安息の年に入るので終わりが近いと主張。
400年 2世紀のラビであるDosaが創世記15:13（アブラハムに対する預言）にもとづいてメシアの到来を予言。
500年 3世紀のローマの僧職者がノアの箱舟の寸法からこの年にキリストが戻ってくると預言。
990年 St.Hilaire教会で暴動が起きたときに終末思想が高まる。
994年 終わりの時のしるしが沢山みられた。飢饉、病気、サクソンの道徳崩壊。

1000年 世の終わりが最も期待された年。
1003年 1000年＋3.5年の反キリストの時が来たと主張。
1005年 ヨーロッパでの大規模な飢饉により終末思想が高まる。
1006年 スーパーノバ（超新星）の出現と、同じ年に皇帝の僧職者がユダヤ教に改宗したのを受けて特別な年のように思えた。
1010年 Brythfirdが千年王国が終わったと宣言。
1030年 大規模の飢饉がフランスを襲う。このころ啓示の預言が成就しているように見える現象が起きていた。
1033年 キリストの十字架から1000年たったので終末思想が高まる。Deacon Of Orleansとうい団体がエルサレムへ集団移動を

行う。当時起きた地震や月食が預言を成就させているかに思えた。
1260年 Joachim Of Fioreという僧職者がこの年に「霊の時代」が始まると預言。1229年にFrederickがエルサレムを獲得すると

この預言は当たったかのように見えた。
1415年 The Taboritesという団体がキリストがタブルの山に戻ると主張。
1533年 三時半の後に世の終わりが。マーティン・ルターも信じており仲間に自分の持物をあげてくるように強要。
1572年 Benedictus Aretius Of Berneがコンスティニュウスがキリストを国教と宣言した312年に1260年を足す。
1656年 コロンバスが世の終わりを唱える。
1666年 666という数字がつくので世の終わり騒動が。ロンドンで大火事が起き世の終わりムードが高まる。
1715年 アイザック・ニュートンがイエスの再臨を予想。
1836年 メソジストの創始者John Wesleyが1000年期が始まったと主張。
1843年 William Millerはイエスの再臨を預言。1833年にあった規模の大きい流星群がこの千年王国運動を飛躍させた。
1859年 マサチューセツの僧職者、Thomas Pakerは千年王国が始まると主張。
1874年 目に見えないイエスの再臨をものみの塔が預言。
1910年 ハレー彗星の出現により終末思想が高まる。
1914年 ラッセルがイエスの再臨を預言。

http://www.samliquidation.com/rapture_request.htm
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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」」」」

もっともっともっともっと遠遠遠遠ざかるざかるざかるざかる1914年年年年

塔塔塔塔5/1/2007年年年年のののの天的級天的級天的級天的級にににに関関関関するするするする記事記事記事記事にはにはにはには「「「「1914年年年年」」」」とととと「「「「144,000人人人人」」」」というというというという

二二二二つつつつのののの最最最最もももも重要重要重要重要なななな数字数字数字数字すらでてすらでてすらでてすらでてきませんきませんきませんきません。。。。

「「「「永遠永遠永遠永遠」」」」のののの本本本本ではではではではP137からからからから4ページページページページ以上以上以上以上にわたりにわたりにわたりにわたり年代計算年代計算年代計算年代計算にににに関関関関してしてしてして説明説明説明説明をしていますがをしていますがをしていますがをしていますが、、、、
「「「「聖書聖書聖書聖書はははは何何何何をををを教教教教えているかえているかえているかえているか」」」」ではではではではP216 からからからから参照参照参照参照ととととしてしてしてして2ページページページページしかしかしかしか扱扱扱扱っていませんっていませんっていませんっていません。。。。

組織組織組織組織はははは「「「「1914年年年年」」」」とととと「「「「144,000人人人人」」」」というというというという数字数字数字数字からからからから

密密密密かにかにかにかに遠遠遠遠ざかろうとしていますざかろうとしていますざかろうとしていますざかろうとしています。。。。
それともそれともそれともそれとも置置置置いてきぼりをくらっているのはあなただけですかいてきぼりをくらっているのはあなただけですかいてきぼりをくらっているのはあなただけですかいてきぼりをくらっているのはあなただけですか？？？？？？？？
あなたはあなたはあなたはあなたは世世世世のののの終終終終わりとわりとわりとわりと天的級天的級天的級天的級（（（（奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級））））のののの予言予言予言予言がががが正正正正しいからこそしいからこそしいからこそしいからこそ
組織組織組織組織がががが真理真理真理真理をををを持持持持っているとっているとっているとっていると信信信信じていたのではないでしょうかじていたのではないでしょうかじていたのではないでしょうかじていたのではないでしょうか？？？？

もしもしもしもし組織組織組織組織がががが「「「「1914年年年年」」」」とととと「「「「144,000人人人人」」」」をををを新新新新しいしいしいしい光光光光によってによってによってによって

否定否定否定否定するならあなたのするならあなたのするならあなたのするならあなたの信仰信仰信仰信仰のののの根拠根拠根拠根拠はどこにありますかはどこにありますかはどこにありますかはどこにありますか？？？？

あなたはこれからもあなたはこれからもあなたはこれからもあなたはこれからも変変変変わるであろうわるであろうわるであろうわるであろう「「「「音信音信音信音信」」」」をををを唯一唯一唯一唯一のののの真理真理真理真理としてとしてとしてとして宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えられますかえられますかえられますかえられますか？？？？

今信じている真理が全て変わりうるのであれば、
あなたは何を根拠に組織の教理に信仰をおいていますか？
くるくる変わる真理を宣べ伝えるのが真の組織ですか？
エホバは本当に根拠のない従順を求めておられますか？



27

組織組織組織組織：：：：　　　　預言預言預言預言はそのはそのはそのはその時時時時がががが終終終終わったわったわったわった後後後後にににに振振振振りりりり返返返返ってってってってはじめてはじめてはじめてはじめて意味意味意味意味がががが分分分分かるかるかるかる場合場合場合場合ががががあるあるあるある。。。。
疑問疑問疑問疑問：：：：　　　　終終終終わったわったわったわった後後後後にににに分分分分かるかるかるかる予告予告予告予告ほどほどほどほど役役役役にににに立立立立たないものはないのではないかたないものはないのではないかたないものはないのではないかたないものはないのではないか？？？？
　　　　　（　　　　　（　　　　　（　　　　　（事故事故事故事故にあってからにあってからにあってからにあってから標識標識標識標識がでてくるようなものがでてくるようなものがでてくるようなものがでてくるようなものですですですです））））

組織組織組織組織：　：　：　：　民民民民をををを導導導導くくくく責任責任責任責任はははは奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級にあるのでにあるのでにあるのでにあるので、、、、信者信者信者信者はははは間違間違間違間違っていてもっていてもっていてもっていてもエホバエホバエホバエホバからからからから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。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だからたとえだからたとえだからたとえだからたとえ100%同意同意同意同意できなくてもできなくてもできなくてもできなくても従順従順従順従順にににに従従従従うべきであるうべきであるうべきであるうべきである。。。。

疑問疑問疑問疑問：　：　：　：　それではそれではそれではそれではヒトラーヒトラーヒトラーヒトラー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ナチスナチスナチスナチスのののの隊員隊員隊員隊員はははは責任責任責任責任をををを免除免除免除免除されるといってようなものされるといってようなものされるといってようなものされるといってようなもの。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どのようなどのようなどのようなどのような状況状況状況状況であれであれであれであれ各信者各信者各信者各信者はははは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一人一人言一人一人言一人一人言一人一人言いいいい開開開開きをきをきをきを求求求求められるめられるめられるめられる。　。　。　。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祭司祭司祭司祭司がががが腐敗腐敗腐敗腐敗していたしていたしていたしていた時時時時、、、、サムエルサムエルサムエルサムエルはははは間違間違間違間違ったったったった事柄事柄事柄事柄にににに従順従順従順従順であっただろうかであっただろうかであっただろうかであっただろうか？？？？

組織組織組織組織：　：　：　：　統治体統治体統治体統治体はははは完全完全完全完全ではないのでではないのでではないのでではないので間違間違間違間違いをおかすいをおかすいをおかすいをおかす時時時時もあるもあるもあるもある。。。。
疑問疑問疑問疑問：　：　：　：　日常日常日常日常におけるにおけるにおけるにおける間違間違間違間違いはかまわないがいはかまわないがいはかまわないがいはかまわないが、、、、預言解釈預言解釈預言解釈預言解釈をををを「「「「個人的個人的個人的個人的なななな見解見解見解見解」」」」でなくでなくでなくでなく
　　　　　「　　　　　「　　　　　「　　　　　「神神神神からのからのからのからの言葉言葉言葉言葉」」」」としてとしてとしてとして語語語語っているっているっているっている場合場合場合場合はそこにはそこにはそこにはそこに間違間違間違間違いをおかすいをおかすいをおかすいをおかす余地余地余地余地はないはないはないはない。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もしもしもしもし神神神神からのからのからのからの言葉言葉言葉言葉でなければでなければでなければでなければ、、、、なぜそこまでなぜそこまでなぜそこまでなぜそこまで信信信信じないといけないのであろうかじないといけないのであろうかじないといけないのであろうかじないといけないのであろうか？？？？

組織組織組織組織：　：　：　：　統治体統治体統治体統治体だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、イエスイエスイエスイエスのののの弟子弟子弟子弟子たちでさえたちでさえたちでさえたちでさえ間違間違間違間違ったったったった期待期待期待期待をををを持持持持っていたっていたっていたっていた。。。。
疑問疑問疑問疑問：　：　：　：　弟子弟子弟子弟子たちはたちはたちはたちは間違間違間違間違ったったったった期待期待期待期待をををを神神神神からのからのからのからの預言預言預言預言としてとしてとしてとして人人人人々々々々にににに語語語語ったことはないったことはないったことはないったことはない。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単純単純単純単純にににに個人的個人的個人的個人的にににに思思思思いいいい違違違違いをしていていをしていていをしていていをしていてイエスイエスイエスイエスにたしなめられただけのことであるにたしなめられただけのことであるにたしなめられただけのことであるにたしなめられただけのことである。。。。

組織組織組織組織：　：　：　：　たとえたとえたとえたとえ預言預言預言預言がががが間違間違間違間違っていてもっていてもっていてもっていても、、、、愛愛愛愛とととと伝道伝道伝道伝道をををを実践実践実践実践しているのでしているのでしているのでしているので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。。。。
疑問疑問疑問疑問：　：　：　：　愛愛愛愛とととと伝道伝道伝道伝道さえさえさえさえ実践実践実践実践すればすればすればすれば聖書聖書聖書聖書にににに忠実忠実忠実忠実でないでないでないでない「「「「真理真理真理真理」」」」をををを信信信信じていてもよいのかじていてもよいのかじていてもよいのかじていてもよいのか？？？？

組織組織組織組織：　：　：　：　なんであれなんであれなんであれなんであれ奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級へのへのへのへの従順従順従順従順とととと謙遜謙遜謙遜謙遜さをさをさをさをエホバエホバエホバエホバはははは一番評価一番評価一番評価一番評価なさるなさるなさるなさる。。。。
疑問疑問疑問疑問：　：　：　：　そのそのそのその前前前前にににに誰誰誰誰がががが正正正正しいしいしいしい奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級かかかか見極見極見極見極めるめるめるめる必要必要必要必要があるのではがあるのではがあるのではがあるのでは？？？？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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預言預言預言預言をををを語語語語りそのとおりにりそのとおりにりそのとおりにりそのとおりに起起起起きないのであればきないのであればきないのであればきないのであれば本当本当本当本当にににに神神神神のののの組織組織組織組織？？？？

JW言言言言いいいい訳集訳集訳集訳集
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なぜなぜなぜなぜ神神神神はははは戦争戦争戦争戦争などのなどのなどのなどの問題問題問題問題にににに介入介入介入介入されないのだろうかされないのだろうかされないのだろうかされないのだろうか？？？？答答答答えはえはえはえは簡単簡単簡単簡単ですですですです。。。。
人間人間人間人間にはこれらのにはこれらのにはこれらのにはこれらの問題問題問題問題をををを解決解決解決解決するするするする能力能力能力能力がががが与与与与えられているからですえられているからですえられているからですえられているからです。。。。
それをそれをそれをそれをサタンサタンサタンサタンのののの問題問題問題問題のせいにしているのはのせいにしているのはのせいにしているのはのせいにしているのは責任転換責任転換責任転換責任転換ですですですです。。。。
子供子供子供子供がががが部屋部屋部屋部屋をををを片付片付片付片付けられるけられるけられるけられる能力能力能力能力があるのにがあるのにがあるのにがあるのに親親親親がががが片付片付片付片付けるけるけるけ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。。。。

社会の基本は家族⇒近所⇒国⇒世界です。もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが身近身近身近身近なななな人人人人とのとのとのとの争争争争いをいをいをいを止止止止められないのであればめられないのであればめられないのであればめられないのであれば、、、、
当然戦争当然戦争当然戦争当然戦争もももも止止止止めるめるめるめる事事事事はできませんはできませんはできませんはできません。。。。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できるのできるのできるのできる範囲範囲範囲範囲でででで常常常常にににに平和平和平和平和をををを求求求求めていますかめていますかめていますかめていますか？？？？
ではではではでは違違違違うううう信条信条信条信条をををを持持持持ったったったった人人人人々（々（々（々（あなたがあなたがあなたがあなたが背教者背教者背教者背教者とよぶとよぶとよぶとよぶ人人人人をををを含含含含めてめてめてめて））））をあなたはをあなたはをあなたはをあなたは受受受受けけけけ入入入入れられますかれられますかれられますかれられますか？？？？
宗教紛争の小さい種をあなたは日々撒いていませんか？必ず刈り取ることになります。

飢饉も止める事はできます。食料が正しく分配されていないのが原因です。では私たちは日々の
資源を無駄に浪費しているのをやめられますか？食物に関わらず「より多く」求めるのをやめられますか？

地震のような災害は、我々人間が自然破壊や霊に対する認識・感謝の欠如を通じて、地球のバランスを崩すことに
よって起きます。地震は地球のくしゃみみたいなものです。ではあなたは自然破壊に加担しないように生活できますか？
紙やペットボトルの過剰消費、アイドリングをやめられますか（証人たちはかなり無駄に膨大な紙を消費しています。） ？　
そして、地元の霊、自然の霊に対して感謝の念を捧げられますか？霊にも礼儀ありで、近所づきあいのようなものです。

癌も含めてほとんどの病気は本人の心の病から来ます。魂を抑圧しエネルギーが滞るとバランスを
とるために体を通じてメッセージが送られてきます。又、口では病気はいやだといいながら潜在的には
病気である事を望んでいる証人たちに思い当たりませんか？常に病気の話ばかりしていて元気な人を見ると
「なんで姉妹はそんなに元気なの？」という人たちのことです。いやいや、元気なのが当然でしょ。
実際問題、難しい病気や死はありますが、私たちが死のプロセスを理解すれば死に対する概念は変わります。
死が恐いから生きている事も恐くなるのです。死は私たちの故郷への帰国です。息を吸い込む事により
物質の生命が始まり、息を吐くことにより霊的故郷へ戻ります。
これがこれがこれがこれが物質界物質界物質界物質界ののののサイクルサイクルサイクルサイクルでありでありでありであり、、、、リズムリズムリズムリズムですですですです。。。。全全全全てはてはてはては今今今今のままでのままでのままでのままで「「「「完全完全完全完全」」」」ですですですです。。。。

人類全人類全人類全人類全てのてのてのての問題問題問題問題はすべてはすべてはすべてはすべて「「「「不安不安不安不安」」」」からからからから生生生生じますじますじますじます。。。。
いつもいつもいつもいつも資源資源資源資源がががが不足不足不足不足するとするとするとすると考考考考えてえてえてえて確保確保確保確保・・・・所有所有所有所有しようとししようとししようとししようとし奪奪奪奪いいいい合合合合いますいますいますいます。。。。石油石油石油石油、、、、水水水水、、、、領土領土領土領土からからからから
受験戦争受験戦争受験戦争受験戦争、、、、企業戦争企業戦争企業戦争企業戦争、、、、あげくのあげくのあげくのあげくの果果果果てにはてにはてにはてには恋人恋人恋人恋人のののの愛愛愛愛にににに至至至至るまでるまでるまでるまで競争競争競争競争していがみしていがみしていがみしていがみ合合合合いますいますいますいます。。。。

さらにさらにさらにさらに人類人類人類人類はははは「「「「神神神神のののの愛愛愛愛にでさえにでさえにでさえにでさえ限界限界限界限界があるがあるがあるがある」」」」とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、
このこのこのこの限限限限られたられたられたられた「「「「神神神神のののの愛愛愛愛」」」」をめぐってをめぐってをめぐってをめぐって論争論争論争論争をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しますしますしますします。。。。

あなたはあなたはあなたはあなたは「「「「神神神神のののの愛愛愛愛」」」」はははは全全全全てのてのてのての人人人人にににに行行行行きききき渡渡渡渡るとるとるとる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？？？？
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もっとも、これらのJW解約資料シリーズも
10年後には役に立たなくなっていることでしょう。
なぜなら今ある教理は全て変わる運命にあるからです。
従って反論方法も変わっていかざるをえません。
（（（（といっているといっているといっているといっている矢先矢先矢先矢先にいきなりにいきなりにいきなりにいきなり1935年年年年ひっくりひっくりひっくりひっくり返返返返されたしされたしされたしされたし…））））

過去過去過去過去においてもこのにおいてもこのにおいてもこのにおいてもこのパターンパターンパターンパターンはははは繰繰繰繰りりりり返返返返されてきましたされてきましたされてきましたされてきました。。。。
私私私私のののの世代世代世代世代よりよりよりより前前前前のののの先駆者先駆者先駆者先駆者によるによるによるによる資料資料資料資料もももも今今今今のののの教理教理教理教理にににに対応対応対応対応できないものができないものができないものができないものが
出出出出てきていますてきていますてきていますてきています。。。。しかししかししかししかし彼彼彼彼らのらのらのらの神神神神にににに対対対対するするするする愛愛愛愛、、、、勇気勇気勇気勇気あるあるあるある決断力決断力決断力決断力、、、、真実真実真実真実にににに対対対対するするするする
探究心探究心探究心探究心がなければがなければがなければがなければ、、、、私私私私はここにまとめたはここにまとめたはここにまとめたはここにまとめた資料資料資料資料をををを用意用意用意用意することができませんでしたすることができませんでしたすることができませんでしたすることができませんでした。。。。
私私私私よりよりよりより前前前前のののの世代世代世代世代にあたるにあたるにあたるにあたる方方方方々々々々にににに敬意敬意敬意敬意とととと感謝感謝感謝感謝のののの念念念念をををを表表表表しますしますしますします。。。。
同時同時同時同時にこれからにこれからにこれからにこれから出出出出てくるであろうてくるであろうてくるであろうてくるであろう次次次次のののの世代世代世代世代にににに希望希望希望希望をををを託託託託しますしますしますします。。。。
イエスイエスイエスイエスがががが言言言言われたわれたわれたわれた「「「「光光光光をををを掲掲掲掲げるげるげるげる」」」」とはこのことですとはこのことですとはこのことですとはこのことです。　　。　　。　　。　　

真理真理真理真理　　　　真真真真（（（（しんりしんりしんりしんり・・・・まことまことまことまこと）　）　）　）　2007年年年年　　　　

おわりにおわりにおわりにおわりに

軽軽軽軽いいいいコメントコメントコメントコメント：：：：

■最近、私はある若い証人と話していて、組織が最近（？）まで「世代の解釈を文字通り1914年から80年以内」だと主張して
いた事を知らなかったので軽いショックをおぼえました…。ガーン。自分が歳をとったものだと思いました。にしても「今真理だ
と思っている教理」が実は一昔前までは真理じゃなかったわけですよね…。実は私も同じ要領で「1975年ハルマゲドン説」は
特定のJWたちによる暴走論だと思っていました。だって出版物もべテル長老も「組織は当時そんなこといっていなかった。あ
る人が勝手に来ると思っていただけだ」というんだもん…。組織は一度たりとも自分たちの解釈の間違いに対して謝罪をした
ことはありません。にもかかわらず良心的に1914年を受け入れなかった本部の執筆委員の方々を傲慢として排斥しました。

本当に傲慢なのは背教者なのか組織なのか聞きたいところです。みなさんはどちらをエホバが認められると思いますか？　
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後悔後悔後悔後悔のののの念念念念をををを断断断断ちちちち切切切切るるるる：：：：
■よく受ける質問：JWにも良い人たちが沢山いるのだが…。確かにいます。ただし良い人がいるという事と組織が正しいかは全く

別の話です。ヤクザやオウムの中にも良い人はいます。あなたは交わりたいですか？
■現在たとえ不活発であっても、もしエホバに対して罪悪感や、ハルマゲドンへの恐れを持っているのであれば、あなたはまだ
「「「「呪縛呪縛呪縛呪縛のののの囲囲囲囲いのいのいのいの中中中中」」」」です。排斥であろうが心の中に常に不安があるのであればそれは呪縛です。大半の場合、本人は直感的に
JWは真理じゃないと思っていたとしてもそれを論証するだけの知識を持っていません。結果的に「もしかしたら…」「サタンかも…」

と思いながら平安のうちに過ごすことはできません。また真理を覆せるだけの確証を持っていないため、家族や以前の仲間から
励ましの言葉を受けると「後ろめたさ」を感じます。しかし根拠があればむしろ自信とさわやかさを持って対処できます。
■上と同じ理由から、例えこの資料を読んで自分はJWの呪縛から解放されたと思っても、後悔後悔後悔後悔のののの念念念念やだまされたというやだまされたというやだまされたというやだまされたという思思思思いがあいがあいがあいがあ

るのであればるのであればるのであればるのであれば解約作業解約作業解約作業解約作業はははは終終終終わったとはいえませんわったとはいえませんわったとはいえませんわったとはいえません。。。。なぜならそこに心の平安はないからです。正しく解約されると、そこに感謝の
念が生まれます。ヤクザとカルトから脱退する時のルールは「感謝の念を持って足を洗う」です。人生人生人生人生にににに起起起起きることはきることはきることはきることは全全全全てててて無駄無駄無駄無駄がががが
ありませんありませんありませんありません。。。。必必必必ずそこにはずそこにはずそこにはずそこには神神神神からからからから与与与与えられたえられたえられたえられた人生人生人生人生のののの課題課題課題課題にににに対対対対するするするする「「「「学学学学びびびび」」」」がありますがありますがありますがあります。。。。

自然消滅自然消滅自然消滅自然消滅のののの方法方法方法方法：：：：
■もしあなたの家族・親族にJWがいないのであれば自己断絶自己断絶自己断絶自己断絶という選択肢はとりやくすくなります。一切煩わされないですみます。
しかしもしあなたの親族がJWであれば自然消滅がお互いのためです。もともと霊的に熱心でなければやりやすいのですが、そう

でなければ簡単な方法はありません。ところが一つだけあります。「「「「燃燃燃燃ええええ尽尽尽尽きてうつきてうつきてうつきてうつ病病病病になったになったになったになった」」」」といえばいいのです。うつ病の人
を励ますのはよくないのと、もともと会衆の半分は燃え尽きてうつ病か慢性疲労症候群なので都合の良い理由になります。
■移行時期移行時期移行時期移行時期のののの時間時間時間時間のののの稼稼稼稼ぎぎぎぎ方方方方：　：　：　：　まずは仕事仕事仕事仕事・・・・家庭家庭家庭家庭でででで忙忙忙忙しいしいしいしい、、、、健康上健康上健康上健康上のののの理由理由理由理由をつけてをつけてをつけてをつけて特権特権特権特権からからからから降降降降りますりますりますります。奉仕はいかなくても牧羊
訪問されない時間を書いて提出します（この時点でエホバにウソをついているもくそもないです）。
■理由をつけて会衆内のトラブルゆえに「「「「人人人人につまづいたにつまづいたにつまづいたにつまづいた」」」」を強調します。泣きながら強い口調でいうといいです。長老たちは「人
につまづいてバカだな」と思いつつも、仕方がないと思います。その後しばらく放っておいてくれといいます。
■あなたがあなたがあなたがあなたが背教者背教者背教者背教者になったというになったというになったというになったという噂噂噂噂がががが立立立立ってしまったってしまったってしまったってしまった場合場合場合場合、、、、当人当人当人当人にににに直接電話直接電話直接電話直接電話してしてしてして封封封封じじじじ込込込込めてくださいめてくださいめてくださいめてください。。。。「例え私が不活発であった
としても、排斥とか背教したというのは中傷であり、サタンの霊を持ち込んでいる。今すぐあなたがしゃべった人に訂正して謝って
まわれ」　「なぜ私本人に確かめもせずに噂をしてまわるのか。聖書の原則をやぶっているのはどっしなのか。誰から噂を聞いた
のか教えてくれ。なぜ誰から聞いたのかいえない事を他人にいってまわれるのか。聖書の原則通り当人と最初に話し会いたいの
で噂の源を教えてくれ。この様な中傷問題は由々しき問題なので支部に直接直訴するから、あなたの会衆名を教えてくれ」

誰誰誰誰をををを連連連連れれれれ出出出出せるかせるかせるかせるか：：：：
■ノアの箱舟と同様、「意識の大患難」から救い出せるのは一握りだと思ってください。特にあなたのあなたのあなたのあなたの直接直接直接直接のののの家族家族家族家族とはとはとはとは正面正面正面正面からからからから話話話話
しししし合合合合ってってってって論破論破論破論破するかするかするかするか、、、、家族家族家族家族とのとのとのとの断絶状態断絶状態断絶状態断絶状態のいずれかになりますのいずれかになりますのいずれかになりますのいずれかになります。。。。特に結婚相手が一切聞く耳を持たない場合は離婚しか手段が
残されていません。あなたが相手にしているのはオウムや創価学会と同じ「カルト信者」です。常識常識常識常識やややや正論正論正論正論はははは通通通通じないじないじないじないと思ってお
いた方がいいです。強い家族愛が根底にないと難しいです。感情的感情的感情的感情的なななな議論議論議論議論のののの場面場面場面場面はははは極力避極力避極力避極力避けるけるけるけるように。直筆直筆直筆直筆のののの手紙手紙手紙手紙はははは効果効果効果効果ありありありあり。
■あなたの中で最初に思い浮かぶ真真真真のののの友人友人友人友人は解約できる可能性があります。心の友とまでいかない場合は触らないのが一番で
す。いずれにせよあなたの直感を頼りにしてください。少しでもヤバイと思ったら撤退してください。

付録付録付録付録：：：：決別決別決別決別のののの時時時時
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もしもしもしもしサタンサタンサタンサタンがががが光光光光のののの身使身使身使身使いにいにいにいに化化化化けているのであればけているのであればけているのであればけているのであれば、、、、ものみものみものみものみ塔塔塔塔のののの霊霊霊霊がそれでないとどうしてがそれでないとどうしてがそれでないとどうしてがそれでないとどうして分分分分かるのかかるのかかるのかかるのか？？？？
人類人類人類人類のののの99.9％％％％がががが騙騙騙騙されているのにされているのにされているのにされているのに、、、、自分自分自分自分だけがだけがだけがだけが騙騙騙騙されていないされていないされていないされていない保障保障保障保障はどこにあるのかはどこにあるのかはどこにあるのかはどこにあるのか？？？？

議論議論議論議論のののの作法作法作法作法：　：　：　：　（解約目的の時）

■解約された当初は興奮して周りに話したくなりますが、それは禁物です。あなたはヒヨコ同然なので「サタンだ」と罵倒されて議
論上コテンパにされる上に噂がいっきに広まります。ＪＷほど噂が好きな集団はありません。
■基本的にはあなたには二つの選択があります。対象対象対象対象となるとなるとなるとなる人物人物人物人物はははは「「「「解約解約解約解約にににに値値値値するかしないかするかしないかするかしないかするかしないか」」」」です。本人は本当に真理を愛し
ているのか、あなたの心の友か、労力をかけてもやる価値がある人物か、チクらないと信用できるか等。解約解約解約解約のののの対象対象対象対象でなければでなければでなければでなければ
一切一切一切一切のののの議論議論議論議論はははは避避避避けてくださいけてくださいけてくださいけてください。。。。もし解約すると決めたら正面からやるだけです。
■最初は警戒心警戒心警戒心警戒心をををを与与与与えないようにえないようにえないようにえないようにアプローチしてください。「ＪＷは真理だと思っているのだが、どうしても拭いきれない疑問にゆ
きあたってしまったので、これに対する答えが欲しい。」といってＪＷ解約資料（①と③が効果的です）を紙でその場で見せます。
ただし紙を渡したりメールやりとりで証拠を残すことは避けてください。いずれにしても基本は「「「「先制攻撃先制攻撃先制攻撃先制攻撃」」」」のみです。ヒントだけ与
えると警戒心の壁を立てられてゲームオーバーになります。また噂が広がるのは早いので本当に行動を起こす時は「「「「同時多発同時多発同時多発同時多発テテテテ
ロロロロ」」」」しかありません。狙いのリストは間髪を要れず短い期間にアタックしてください。そうしないと噂の連絡網に友人がやられてし
まいます。そしてお祈りはしっかりと。
■もし相手に解約資料を見せても「「「「組織組織組織組織がいずれかはがいずれかはがいずれかはがいずれかは正正正正されるされるされるされる」」」」のののの一点張一点張一点張一点張りであればりであればりであればりであれば、、、、解約解約解約解約できるできるできるできる見込見込見込見込みはないみはないみはないみはないです。深追いし
ないで、「自分はエホバを愛しているので不安ななったけど、兄弟のおかげで励まされた」といって感謝とお詫びの言葉で撤退。

絶対絶対絶対絶対にににに効効効効くくくく魔法魔法魔法魔法のののの言葉言葉言葉言葉：　：　：　：　（解約目的でなく自分を防衛しないといけない立場におかれた時）

■「言葉の先制攻撃」も有効です。先に言ったもん勝ちというやつです。

　『　『　『　『それはそれはそれはそれはエホバエホバエホバエホバにににに対対対対するするするする冒涜冒涜冒涜冒涜だだだだ』　『』　『』　『』　『それはそれはそれはそれは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だだだだ』　『』　『』　『』　『サタンサタンサタンサタンにににに利用利用利用利用されますよされますよされますよされますよ』』』』
相手に「背教者」呼ばわりするとあなたの形勢が不利になりますので、その前に牽制をかける必要があります。例えばこのような
感じでいう事ができます：　「兄弟、聖書のどこのいそうだと書いてあるのですか？神の言葉を踏み越えて語るとエホバへの冒涜
になりますよ。」　「姉妹、聖書の言葉を完全に理解していないのに、他の人を裁いたりすると聖霊に対する冒涜にあたりますよ。」
「姉妹、私は聖書から語っているだけで背教的なことはいっていないのに、私に関する噂を広めるのは中傷でありサタンですよ。」
■証人たちは預言や教理の矛盾点をつっこまれると「私たちも完全には理解していない。答えは楽園待ちだ」といいます。

『『『『なぜなぜなぜなぜエホバエホバエホバエホバのごのごのごのご意思意思意思意思をををを100％％％％理解理解理解理解していないのにしていないのにしていないのにしていないのに、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの方方方方がががが100％％％％正正正正しいとしいとしいとしいと言言言言いいいい切切切切れるのでしょうかれるのでしょうかれるのでしょうかれるのでしょうか？』？』？』？』

■絶対にあなたからあなたからあなたからあなたから答答答答をいってはなりませんをいってはなりませんをいってはなりませんをいってはなりません。1914年、天的級などに関する矛盾点に関して「あなたはどう理解しているのか」と

質問質問質問質問をしますをしますをしますをします。もし「兄弟は批判的ですよね」といわれたら、「私は何もいっていません。あなたがそういっているんじゃないですか。

あなたはもしかしてこれらのこれらのこれらのこれらの教理教理教理教理をををを理解理解理解理解していないでしていないでしていないでしていないで伝道伝道伝道伝道しているのですかしているのですかしているのですかしているのですか？？？？それはそれはそれはそれは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不実不実不実不実ではありませんかではありませんかではありませんかではありませんか」」」」

と切りかえします。

クリーンクリーンクリーンクリーンなななな議論議論議論議論のののの基本基本基本基本：　：　：　：　あげあげあげあげ足足足足をとられないをとられないをとられないをとられない。。。。証拠証拠証拠証拠をををを残残残残さないさないさないさない。。。。相手相手相手相手にににに弁明弁明弁明弁明させるさせるさせるさせる。。。。

付録付録付録付録：：：：議論議論議論議論のののの作法作法作法作法
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付録付録付録付録：：：：解約解約解約解約とととと浄化浄化浄化浄化

ここにここにここにここに書書書書いてあるいてあるいてあるいてある事事事事はははは多分他多分他多分他多分他ののののサイトサイトサイトサイトでででで扱扱扱扱われるわれるわれるわれる事事事事はないとはないとはないとはないと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、特定特定特定特定のののの少数少数少数少数のののの方方方方にとってはにとってはにとってはにとっては非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なのでここになのでここになのでここになのでここに　　　　
書書書書いておきますいておきますいておきますいておきます。。。。スピリチャルスピリチャルスピリチャルスピリチャル的的的的なななな側面側面側面側面からのからのからのからの話話話話となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、そういうそういうそういうそういう類類類類をををを信信信信じないじないじないじない方方方方はははは忘忘忘忘れてれてれてれて下下下下さってさってさってさってOKですですですです。。。。（証人たちは

心霊術だとかいいますが、奴隷級が「霊を受けて」いること自体が心霊です。（英語では何の事はなく「Spirtual＝霊的」といっているだけです。）

解約解約解約解約されるとされるとされるとされると何何何何がががが起起起起きるのかきるのかきるのかきるのか：：：：
■ごく稀ですが、特定の人は解約資料を読まなくても、突然予期しない時に「「「「覚醒覚醒覚醒覚醒」」」」する場合があります。人によって幻を伴う場合
があります。いずれにせよ、映画マトリックスのような自体になります。ある人には起きるのでここに明記しておきます。
■なぜ人は宗教に入り、宗教をやめるのか…。目に見える物質界の次元で見れば「説得されたから」などの説明がつきます。

しかし実際には「「「「魂魂魂魂」」」」とととと「「「「エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー」」」」が関係しています。物質界と霊界は表裏一体であると思ってください。三次元で起きる事は
必ず霊的な次元でも別の理由が動いています。
■人が宗教に出入りする際にはあなたの精神を超えた潜在的な「「「「魂魂魂魂」」」」のののの意思意思意思意思が働いています。従ってその人の魂がこの宗教に
いると決め込んでいる時はどうやってもその人を解約できません。ですので誰誰誰誰をををを解約解約解約解約するべきかはするべきかはするべきかはするべきかは注意注意注意注意してください。又、人を動
かすのはエネルギーの力関係も働きます。他人を解約するためにはあなた自身が不動不動不動不動であることがであることがであることがであることが重要重要重要重要です。
■実際に解約されると本人の魂から霊的な毒素が抜けるために「「「「放電状態放電状態放電状態放電状態」」」」が起きます。そうすると2ヶ月程やたらとダルイダルイダルイダルイ感覚感覚感覚感覚

になり長時間寝長時間寝長時間寝長時間寝るるるるようになります。このだるさは骨からくるような特有のものです（クーラーで冷やしすぎたまま寝覚めたような感じ
です）。またあなたが介入して誰かを解約するとその人の影響が来ますのでだるくなります。人によっては鬱鬱鬱鬱っぽくっぽくっぽくっぽくなります。
■霊的霊的霊的霊的なななな浄化浄化浄化浄化を行うためには「「「「火火火火」」」」が一番効きます。全ては無理なので代表的な出版物を数冊燃やすといいです。その際にはも
のみの塔の霊に対する感謝をしつつ燃やしてください。霊霊霊霊にににに対対対対してもしてもしてもしても礼儀礼儀礼儀礼儀を示す事は大切です。
■解約されて組織から離れる時にドラスティックな変化を起こすと、「「「「慣性慣性慣性慣性のののの法則法則法則法則」」」」により抵抗が大きくなります。水の流れに対し
てビート版を立てるようなものです。エネルギーの小さい方は少しづつスムーズに移行していった方が無難です。
■組織から離れる時には必ず霊による「「「「引引引引きききき戻戻戻戻しししし」」」」作業が働きます。仲間から泣きつかれたり激怒されたりするでしょう。
　あと、「やっぱりサタンかもしれない」といった事を思わせる事が起きます。
■一番仲の良い友人が偶然、同じ時期に自然に解約される時があります。これをシンクロシンクロシンクロシンクロといいます。

JWのそうだったのかのそうだったのかのそうだったのかのそうだったのか：：：：

■一世の方であるならば思い出してください。大抵の方は証人と研究を始める直前に複数の宗教等から勧誘を受けていた可能
性が高いです。人が望むとそれが実現するというのは本当で、「こんな神・真理・宗教がほしい！」と強く願うと、その欲求を満た
すために複数複数複数複数のののの霊霊霊霊がががが営業営業営業営業にきます。
■人が何何何何かをかをかをかを信信信信じるとそこにじるとそこにじるとそこにじるとそこにエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーがががが発生発生発生発生しししし具体化具体化具体化具体化します。大半の証人たは「全てサタン」と信じているので、本人にとって
サタンが現実化します。毎日起きていても寝ていても「あれはサタンだ、これはサタンだ」というようになります。サタンを意識して
いる間はエホバに意識がいっていないので、あたかもエホバよりサタンと毎日生活しているかのようになります。
■何何何何かにかにかにかに抵抗抵抗抵抗抵抗するとそこにするとそこにするとそこにするとそこにエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーがががが発生発生発生発生し、最終的にはその人を圧倒します。「「「「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求求求求めるほどめるほどめるほどめるほど悪悪悪悪がががが強強強強くなりくなりくなりくなり
ますますますます」」」」。証人たちは非常に高い道徳を求めるので些細な事も悪として許せなくなります。結果的に本人は自分の悪に圧倒されて
寝込んでしまいます。そういった意味では仏教の「あるがままを全て受け入れる」という哲学も間違ってはいません。
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真実真実真実真実とととと探求探求探求探求①①①①

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！

■■■■The Gentile Times Reconsidered The Gentile Times Reconsidered The Gentile Times Reconsidered The Gentile Times Reconsidered 　　　　http://tinyurl.com/2usrkf
■■■■Sign Of The Last Days WhenSign Of The Last Days WhenSign Of The Last Days WhenSign Of The Last Days When　　　　http://tinyurl.com/yt7b24
Carl O.Carl O.Carl O.Carl O. JonssonJonssonJonssonJonsson　日本語日本語日本語日本語　http://www.http://www.http://www.http://www.jwicjwicjwicjwic.com/.com/.com/.com/gentim_xgentim_xgentim_xgentim_x....htmhtmhtmhtm
1970年後半のこと、スウェーデンの長老であったジョンソンはある時、自分の個人研究のテーマを西暦前607年に選びま
した。ところが図書館にいって文献を調べれば調べるほど組織の提唱している数字に根拠がないように思えました。そこ
で組織に質問の手紙を送りますが、しばらくして組織から「これらの事は誰にもいわないように。また歴史的な研究は組
織がするので個人でしないように」という返答がきました。また、ヨーロッパの支部により審理委員会にかけられます。そ
の際に聞かれた質問は「歴史の事実がどうであれ組織を受け入れますか？受け入れませんか？」でした。この本では
あらゆる考古学・歴史学的観点からエルサレムの崩壊が西暦前607年前でなかった事を証明しています。またもう一冊
は世の終わりのしるしが本当に1914年に始まっているのかに関してあらゆる歴史文献と統計数字から論証しています。

■■■■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 　　　　http://tinyurl.com/yu92xg 
M. James M. James M. James M. James PentonPentonPentonPenton　　　　http://www.xjw.com/penton.html
ペントンは1900年から続くエホバの証人の家族の中に生まれました。70年代にペントンはカナダで大学で教鞭をとって
いましたが、同時に医療委員会や支部のための広報活動も行っていました。ある時ペントンは学校のための研究課題と
して「カナダにおいてエホバの証人が貢献してきた公民権（信仰の自由）活動」を書きました。このレポートが大学に評価
され、大学の資金でものみの塔の歴史に関する文献を書かないかと持ちかけられます。ペントンは喜んで組織の歴史を
執筆のために調査しはじめました。これが彼の不幸の始まりでした。実際に蓋を開けてみると過去の出版物は教義・預
言の無責任な変更と勝手な上塗りに満ちている事を発見します。また組織が様々なスキャンダルを隠蔽している事を知
りショックを受けます。また長老である彼の息子が大学にいっているという理由だけで不当な扱いを組織から受けました。
それで組織にいくつかの事柄に関して質問状を送ったところ排斥においこまれてしまいました。この本では「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歴史についてふれ、ラッセルの教義の由来を探ります。組織の歴史その
ものを検証しているとても有用な本です。また彼は歴史的な文献としてエホバの証人がヒトラーに対してとっていた当時
の記録をまとめています。　日本語日本語日本語日本語　http://www.jwic.com/hitler.http://www.jwic.com/hitler.http://www.jwic.com/hitler.http://www.jwic.com/hitler.htmhtmhtmhtm

このこのこのこのJW解約資料解約資料解約資料解約資料にあるにあるにあるにある多多多多くのくのくのくの情報情報情報情報はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの本本本本をもとにまとめたものですをもとにまとめたものですをもとにまとめたものですをもとにまとめたものです。。。。あるレベルを超えてしまうと歴史・統計学・考古学の分

野になってしまいます。一般の人が独自でこれらの情報を調べるのは不可能に近いでしょう。そうやって考えてみると、私たち信者
は事実を確かめもせず出版物の主張を鵜呑みにしている事になります。しかし下記の人たちは真実を愛するがゆえに研究を掘り
下げた人たちです。インターネットがない時代に自分たちで足を使って調べた人たちです。彼らの探究心、努力、神に対する従順さ
には敬意を表したいと思います。一般信者の信仰は「真理（真実）」でなく感情論によって支えられているとしか思えません。これで
は感情的に爆弾を落とすキリスト教国、感情的にテロを起こすイスラム国と変わりません。感情論で60億人が死ぬべきだと主張す

る教団ははるかにタチが悪いです。　　　　　　　

■本本本本はここでもまとめてはここでもまとめてはここでもまとめてはここでもまとめて入手入手入手入手できますできますできますできます。。。。
http://www.freeminds.org/sales/menu.htm
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■■■■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. 

http://tinyurl.com/ytsclv
Edmond C.Edmond C.Edmond C.Edmond C. GrussGrussGrussGruss　　　　
1940年代にカルフォルニア州で若い時にエホバの証人となりましたが、後に自分とイエスの間に組織はいらないと思い
距離を起きます。後にある知人から自分の子供がエホバの証人ゆえに大学の奨学金を受けたがらなくて困っているの
で組織に関して教えてほしいと相談されます。ところが当時エホバの証人に関する文献がなかったため、自分で過去
の教義や預言の変更を調べはじめる事にしました。その際に多くのスキャンダルを発見したため本にまとめます。ベツ・
サレムやラザフォードのアルコール問題などを扱っています。当時の新聞記事や記録を掲載しています。

■■■■ThusThusThusThus SaithSaithSaithSaith JehovahJehovahJehovahJehovah‘s Witnesses: 120 Years of revealing documents from the Watchtowes Witnesses: 120 Years of revealing documents from the Watchtowes Witnesses: 120 Years of revealing documents from the Watchtowes Witnesses: 120 Years of revealing documents from the Watchtower Bible & Tract Societyr Bible & Tract Societyr Bible & Tract Societyr Bible & Tract Society
http://www.freeminds.org/sales/menu.htm

Randall WattersRandall WattersRandall WattersRandall Watters　　　　http://www.freeminds.org/history/watters.htm
1980年にブルックリンべテルで長老として奉仕していました。当時、統治体の中で1914年の教義に関して議論が持ち上
がっているという噂がでまわります。また統治体と執筆委員会の間に摩擦が生じる事を聞きます。例えば執筆委員会
は1世紀のクリスチャンの数からすると14万4,000人はすでに満席ではないのかという見解を持っていました。同時期に
ものみに塔8/15/1981 P28（英語のみ）に「出版物を使わないで、聖書のみで個人研究をすると背教的な教理に戻って
しまうのでそうしないように」という記事が発せられます。これは真に奇妙な主張だと思い後にガラテアの聖句をもとに
組織でなくイエスのみへの信仰が大切だという結論にいきつきます。この本では過去の出版物、組織内の手紙、当時
の新聞記事を全て証拠として集めて論証しています。

■■■■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　http://tinyurl.com/27qpw8
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　日本語日本語日本語日本語（（（（本本本本のののの要約要約要約要約がありますがありますがありますがあります）））） 　http://www.jwic.com/franzbio.http://www.jwic.com/franzbio.http://www.jwic.com/franzbio.http://www.jwic.com/franzbio.htmhtmhtmhtm
統治体であった時にスウェーデンのジョンソンから送られてきた1914年に関する手紙を受け取りました。フランズも「聖
書の助け」を執筆の時に独自の調査で前607年に問題がある事を気がついていましたので、ジョンソンの資料がよく調
べ上げられている事に感心しました。それで統治体の会議で一体紀元前607年の由来に関して聞きました。より古い統
治体はそれは組織の伝統であるとしました。それで1914年という数字を変える決議は取られましたが、結局組織の威
信に関わるという事で一票差で可決されませんでした。その後、フランズは執筆部門にいる事に良心の呵責を感じて
責任ある立場を辞退しました。その直後から1980年のブルックリン本部での「魔女狩り」がはじまり、ギリアデの教訓者
であったダンロップ兄弟と共にべテルを追い出されました。「サタンのように傲慢になり」、エホバの時まで待たなかった
のが理由です。あなたはどっちが傲慢だったと思いますか？
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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本以外本以外本以外本以外のののの本本本本はははは英語英語英語英語でしかでしかでしかでしか入手入手入手入手できませんできませんできませんできません（（（（しかもかなりぶしかもかなりぶしかもかなりぶしかもかなりぶ厚厚厚厚いですいですいですいです））））のでのでのでので、、、、下記下記下記下記のののの小冊子小冊子小冊子小冊子をおをおをおをお勧勧勧勧めめめめ
しますしますしますします。。。。これらのこれらのこれらのこれらの本本本本からのからのからのからの抜粋抜粋抜粋抜粋といったといったといったといった感感感感じでじでじでじで日本語日本語日本語日本語でででで分分分分かりやすくまとめてありますかりやすくまとめてありますかりやすくまとめてありますかりやすくまとめてあります。。。。またまたまたまた他他他他にもにもにもにもウッドウッドウッドウッドさんによるさんによるさんによるさんによる
本本本本がありますががありますががありますががありますが、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも聖書聖書聖書聖書だけのだけのだけのだけの議論議論議論議論にににに徹徹徹徹していますのでしていますのでしていますのでしていますので興味興味興味興味のあるのあるのあるのある方方方方はどうぞはどうぞはどうぞはどうぞ。。。。聖書聖書聖書聖書のののの限界限界限界限界にににに関関関関してはしてはしてはしては
次次次次のののの解約解約解約解約シリーズシリーズシリーズシリーズでででで扱扱扱扱いますいますいますいます。。。。キリストキリストキリストキリスト教範囲教範囲教範囲教範囲でででで全全全全てのてのてのての真理真理真理真理をををを語語語語るにはるにはるにはるには限界限界限界限界がありますがありますがありますがあります。。。。

■■■■目目目目ざめのざめのざめのざめの時時時時！（！（！（！（冊子冊子冊子冊子）　）　）　）　１１１１とととと２２２２　 http://www.jesuscom.net/helpcult/book.htm

ウィリアムウィリアムウィリアムウィリアム・・・・ウッドウッドウッドウッド　　　　日本語日本語日本語日本語　　　　http://www.jesuscom.net/helpcult/whats.http://www.jesuscom.net/helpcult/whats.http://www.jesuscom.net/helpcult/whats.http://www.jesuscom.net/helpcult/whats.htmhtmhtmhtm
日本にきた牧師ですが、エホバの証人の再訪問を受けてから教義に関して調べ始めます。現在はマインド
コントロールされている信者たちのリハビリみたいなプログラムを行っています。

組織組織組織組織はやたらとはやたらとはやたらとはやたらとネットネットネットネットにうるさいにうるさいにうるさいにうるさいハズハズハズハズですですですです…（（（（いつもいつもいつもいつもエッチサイトエッチサイトエッチサイトエッチサイトといっしょにといっしょにといっしょにといっしょにネットネットネットネットのののの危険性危険性危険性危険性をををを説説説説くのはくのはくのはくのはイヤラシイイヤラシイイヤラシイイヤラシイですですですです））））

●●●●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.http://www.http://www.http://www.jwicjwicjwicjwic.com/.com/.com/.com/home_jhome_jhome_jhome_j....htmhtmhtmhtm
オレゴン在住の方による「先駆け」ともいえるサイトです。かなりな量の有用な文献があります。特に組織の歴史の資料
はよくまとめられています。組織の生い立ちを知りたい方にはお勧めです。又、日本語では入手できない「異邦人の時」
の資料なども揃っており、解約シリーズもお世話になっています。批判的な論争ではなく、あくまでも客観的に資料を通
じて組織に関して説明している点がお勧めです。
世世世世のおわりのしるしのおわりのしるしのおわりのしるしのおわりのしるし　 http://www.jwic.com/compsign.htm
組織組織組織組織のののの歴史歴史歴史歴史　 http://www.jwic.com/history1.htm
異邦人異邦人異邦人異邦人のののの時時時時　 http://www.jwic.com/gentim_x.htm

●●●●1975197519751975年問題年問題年問題年問題　　　　http://www.stopover.org/lib/Kanazawa/http://www.stopover.org/lib/Kanazawa/http://www.stopover.org/lib/Kanazawa/http://www.stopover.org/lib/Kanazawa/ShuenShuenShuenShuen/index.html/index.html/index.html/index.html
70年代の狂信的な「ムチ政策」を生き抜いてきた2世の貴重な体験談です（日本における先駆者ですね）。ここに書いて
ある事は一部の過激な人の経験談ではなく、どの証人の家族にも置きうる問題です。実際、文字通り組織の提案を当
てはめるのが霊的であるとするならば「理想的」な話ですらあります。当時の1975年問題を扱っています。終わりが近い
と組織が煽りはじめるとこのような光景は日常になります。

エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人へへへへ助言助言助言助言　　　　－－－－　「「「「霊的霊的霊的霊的」」」」にににに組織組織組織組織にににに従順従順従順従順にとどまるにとどまるにとどまるにとどまる方法方法方法方法
①①①①個人研究個人研究個人研究個人研究をしをしをしをし過過過過ぎないぎないぎないぎない。　。　。　。　②②②②黙想黙想黙想黙想をしをしをしをし過過過過ぎないぎないぎないぎない。　。　。　。　③③③③質問質問質問質問をしをしをしをし過過過過ぎないぎないぎないぎない。。。。

⇒⇒⇒⇒　　　　つまりつまりつまりつまり、、、、いちいちいちいちいちいちいちいち考考考考えるなえるなえるなえるな。。。。（（（（だからだからだからだから大学大学大学大学いっていっていっていって頭良頭良頭良頭良くなろうとくなろうとくなろうとくなろうと思思思思うなうなうなうな））））


