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⑥⑥⑥⑥解約解約解約解約JW 原理主義者原理主義者原理主義者原理主義者のののの限界限界限界限界
注意注意注意注意：：：：多分この資料は議論のしようがないと思います…

通常の常識からぶっとんでいるので。

－　－　－　－　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。。。。
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■JW含む原理主義者は聖書の言葉の一句一句をめぐって「純粋さ」を議論をしたがりますが、実際には不毛の議論に踏み

込んでいます。なぜなら聖書聖書聖書聖書そのものがそのものがそのものがそのものがバビロンバビロンバビロンバビロン（（（（バチカンバチカンバチカンバチカン））））によってによってによってによって4世紀世紀世紀世紀にににに編集編集編集編集せれたせれたせれたせれたものだからです。組織の
出版物も認めていますが、正典と外典の区分けは2世紀から4世紀にかけて行われました。当然バチカンの意図が含まれて

います。もしあなたがエホバなら初期初期初期初期のののの「「「「奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級」」」」をををを使使使使わないでわないでわないでわないでバビロンバビロンバビロンバビロンのののの娼婦自分娼婦自分娼婦自分娼婦自分のののの本本本本をををを編成編成編成編成させますかさせますかさせますかさせますか？？？？

■ 「聖書全体は神の霊感を受けて」と書かれていますが、この聖句自体一世紀に書かれたので、まだ正典の目次は決まっ
ていませんでした。一体この聖句は何何何何をををを指指指指してしてしてして「「「「全体全体全体全体」」」」としていたのでしょうか？そもそも聖書聖書聖書聖書はなぜはなぜはなぜはなぜ不完全数不完全数不完全数不完全数のののの66冊冊冊冊なのでなのでなのでなので
しょうかしょうかしょうかしょうか？？？？ 聖句では「誰も付け加えてはならない」とありますが、手書き写本の時代にはどの本もそう書くのが慣習でした。

■バチカンはユダヤ教から起こったキリスト教（当初はユダヤ教の一派であった）をローマローマローマローマのののの国教国教国教国教にににに導入導入導入導入するためにするためにするためにするために、「、「、「、「ユダユダユダユダ
ヤヤヤヤ人臭人臭人臭人臭いいいい」」」」福音書福音書福音書福音書をををを全全全全てててて削除削除削除削除しました。当時は200以上の福音書がありましたが、ローマ人にとって受け入れやすい4冊だけ
が福音書として認定されました。ちなみに一番最初に書かれたのはマルコで、マタイとルカの2冊はマルコとQ資料といわれ

るイエスの語録集をもとに書かれました（組織はマタイが一番古いとしていますが、一般の文献はマルコが一番古いとして
います）。エルサレムにいたユダヤ色の強いイエスの弟子たちより、異邦人のために活動していたパウロの文書の方がロー
マ人には受け入れやすいものでした。当然の結果としてギリシャ語聖書の約半分がパウロのものとなりました。ちなみにイ
エスの死そのものをアダムの現在の贖いに結びつける論法を編み出したのはパウロだといわれています。

■そもそも聖書聖書聖書聖書のののの原本原本原本原本というものはというものはというものはというもの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。全ては「写本」でありいくつものバリエーションが存在するため、一句一句
をめぐって議論するには問題が多すぎます。新世界訳聖書ですら「七十人訳（セプトギンタ）」をもとに翻訳されていますが、
この訳自体当初から翻訳上の論争を抱えていました。一つだけいえるのは、翻訳する際は必ず翻訳者翻訳者翻訳者翻訳者のののの「「「「解釈解釈解釈解釈」」」」が入ります。

■バチカンは3世紀に三位一体の教理を追加しましたが、4世紀世紀世紀世紀にはにはにはには輪廻輪廻輪廻輪廻のののの教理教理教理教理をををを削除削除削除削除しています。つまり4世紀まで
はイエスも含めて転生を信じていました。「探求」の本では1世紀以降にギリシャ思想が入り込み輪廻思想が入り込んだと書

いていますが、実際にはイエスが生まれる前からギリシャ思想はローマ全域（ユダヤ人含めて）に浸透していました。バチカ
ンが転生に言及している外典を排除した理由は「人生を一度きりとしないと今生で信者が教会にこないから」です。

証人証人証人証人たちにたちにたちにたちに質問質問質問質問してくださいしてくださいしてくださいしてください：：：：
聖書聖書聖書聖書のののの目次目次目次目次ははははバチカンバチカンバチカンバチカンがががが四世紀四世紀四世紀四世紀にににに決決決決めたものですめたものですめたものですめたものです。。。。組織組織組織組織もももも認認認認めていますめていますめていますめています。。。。
なぜなぜなぜなぜエホバエホバエホバエホバはははは自分自分自分自分のののの本本本本をををを奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級ではなくではなくではなくではなくバビロンバビロンバビロンバビロンをををを用用用用いられてのいられてのいられてのいられてのででででしょうかしょうかしょうかしょうか？？？？
それともそれともそれともそれとも4世紀世紀世紀世紀まではまではまではまでは神神神神からのからのからのからの霊感霊感霊感霊感があったのでしょうかがあったのでしょうかがあったのでしょうかがあったのでしょうか？？？？ではではではでは4世紀世紀世紀世紀までのまでのまでのまでの

バチカンバチカンバチカンバチカンのののの教理教理教理教理もももも受受受受けけけけ入入入入れるべきでしょうかれるべきでしょうかれるべきでしょうかれるべきでしょうか？？？？三位一体三位一体三位一体三位一体もももも受受受受けけけけ入入入入れますかれますかれますかれますか？？？？

聖書聖書聖書聖書のののの限界限界限界限界
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本当本当本当本当にににに地上地上地上地上へのへのへのへの復活復活復活復活？？？？
■■■■コリントコリントコリントコリント第一第一第一第一15：：：：36-53　　　　36 道理をわきまえない人よ！ あなたのまくものは，まず死ななければ，生きたものになりません。
…50 また，兄弟たち，わたしはこのことを言います。肉肉肉肉とととと血血血血はははは神神神神のののの王国王国王国王国をををを受受受受けけけけ継継継継ぐことができずぐことができずぐことができずぐことができず，，，，朽朽朽朽ちるものがちるものがちるものがちるものが朽朽朽朽ちないものをちないものをちないものをちないものを
受受受受けけけけ継継継継ぐことはありませんぐことはありませんぐことはありませんぐことはありません。。。。51 ご覧なさい，わたしはあなた方に神聖な奥義を告げます。わたしたちはみな[死の]眠りにつくので
はありませんが，わたしたちはみな変えられるのです。52 一瞬に，またたくまに，最後のラッパの間にです。ラッパが鳴ると，

死人は朽ちないものによみがえらされ，わたしたちは変えられるからです。　
■■■■フィリピフィリピフィリピフィリピ3:20　　　　 しかしわたしたちについて言えば，わたしたちのわたしたちのわたしたちのわたしたちの市民権市民権市民権市民権はははは天天天天にありにありにありにあり，わたしたちはまた，そこから救い主，
主イエス・キリスト[が来られるの]を切に待っています。21 彼はその持つ力，すなわち一切のものをご自分に服させるほどの
[力]の働きにより，わたしたちの辱められた体を作り替えて，ご自分の栄光ある体にかなうものとしてくださるのです。
■■■■コリントコリントコリントコリント第二第二第二第二　　　　5:5 　　　　 というのは，わたしたちは，たとえ自分の地的な家，つまりこの天幕が分解するとしても，神からの建物，

手で作ったものではなく，天天天天にあってにあってにあってにあって永遠永遠永遠永遠にににに続続続続くくくく家家家家をををを持持持持つつつつことになっているのを知っているからです。

魂魂魂魂はははは本当本当本当本当にににに「「「「不滅不滅不滅不滅ではないではないではないではない」」」」のかのかのかのか？？？？
■■■■伝道伝道伝道伝道3:193:193:193:19----21212121　　　　20202020 皆一つの場所へ行く。それはみな塵から出たものであって，みな塵に帰ってゆく。21212121 人間人間人間人間のののの子子子子らのらのらのらの霊霊霊霊はははは上上上上にににに
上上上上ってってってって行行行行くのかくのかくのかくのか，，，，また獣の霊は地に下って行くのか，一体だれがこれを知っているであろうか。
■■■■伝道伝道伝道伝道12:712:712:712:7　　　　 そのとき，塵はかつてそうであったように地に帰り，霊霊霊霊もこれをおもこれをおもこれをおもこれをお与与与与えになったえになったえになったえになった[[[[まことのまことのまことのまことの]]]]神神神神のもとにのもとにのもとにのもとに帰帰帰帰るるるる。　

イエスイエスイエスイエスもももも否定否定否定否定しなかったしなかったしなかったしなかった
■■■■マタイマタイマタイマタイ17:1217:1217:1217:12----13131313　　　　エリヤエリヤエリヤエリヤはすでにはすでにはすでにはすでに来来来来たたたたのですが，人々はそれを見分けず，自分たちの望むことを彼に対して行なったのです。
このように，人の子も彼らの手で苦しみを受けるように定められているのです」。13 このとき弟子弟子弟子弟子たちはたちはたちはたちは，，，，[[[[イエスイエスイエスイエス]]]]ががががバプテストバプテストバプテストバプテストのののの

ヨハネヨハネヨハネヨハネについてについてについてについて話話話話されたのだということにされたのだということにされたのだということにされたのだということに気気気気づいたづいたづいたづいた。

聖句聖句聖句聖句とととと魂魂魂魂

死死死死なないとなないとなないとなないと王国王国王国王国をををを受受受受けけけけ継継継継げませんげませんげませんげません。。。。本当本当本当本当にそのままにそのままにそのままにそのまま生生生生きてきてきてきて楽園楽園楽園楽園にににに入入入入れますかれますかれますかれますか？？？？
イエスイエスイエスイエスももももパウロパウロパウロパウロももももクリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンがががが地上地上地上地上のののの楽園楽園楽園楽園にににに入入入入るとはるとはるとはるとは一度一度一度一度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。。。。
これではギリシャ語聖書の大半は人類にとって無用の聖句になっていると思いませんか？
14万4千人にしか適応されない言葉を残すとはエホバも無駄が多いのでは？
そもそも皆さん、なぜ招待されていない記念式に行くのですか？招かれて食べるな…どういう主人ですか。

楽園楽園楽園楽園、、、、天国天国天国天国、、、、転生転生転生転生、、、、なんであれなんであれなんであれなんであれ神神神神からのからのからのからの「「「「過分過分過分過分のごのごのごのご親切親切親切親切」」」」のののの形形形形にににに関関関関してなぜしてなぜしてなぜしてなぜ議論議論議論議論をするのですかをするのですかをするのですかをするのですか？？？？ももと受け

るに値しない贈り物なのだからなんでもいいじゃないですか。重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは今正今正今正今正しくしくしくしく生生生生きればきればきればきれば、、、、なんらかのごなんらかのごなんらかのごなんらかのご褒美褒美褒美褒美をををを神神神神
様様様様からからからから頂頂頂頂けるというけるというけるというけるという事事事事ですですですです。。。。まるでまるでまるでまるで、、、、給与給与給与給与のののの受受受受けけけけ取取取取りりりり方法方法方法方法にににに関関関関してしてしてして「「「「やれやれやれやれ現金現金現金現金だだだだ、、、、小切手小切手小切手小切手だだだだ、、、、振込振込振込振込みだみだみだみだ、、、、円円円円だだだだ、、、、
ドルドルドルドルだだだだ」」」」とかとかとかとか議論議論議論議論しているようなものですしているようなものですしているようなものですしているようなものです。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは神神神神にににに支払支払支払支払いいいい方法方法方法方法をををを要求要求要求要求するするするする程程程程のののの者者者者になったのでしょかになったのでしょかになったのでしょかになったのでしょか？？？？
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■組織のいうキリスト教（真理）と異教を分ける事はできません。人類の歴史、宗教の歴史は全てつながっているからです。
エジプトのピラミッドピラミッドピラミッドピラミッドののののミイラミイラミイラミイラのののの箱箱箱箱ととととユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの契約契約契約契約のののの箱箱箱箱はははは同同同同じじじじ比率比率比率比率でした。エジプトエジプトエジプトエジプト人人人人もももも割礼割礼割礼割礼をしていました。動物動物動物動物のののの犠牲犠牲犠牲犠牲はははは
エジプトエジプトエジプトエジプト人人人人のののの習慣習慣習慣習慣でした。その証拠にエホバがモーセにお与えになった十戒十戒十戒十戒のののの中中中中にはにはにはには「「「「犠牲犠牲犠牲犠牲」」」」のののの項目項目項目項目がありませんがありませんがありませんがありません。

■もしある宗教が「神を満足させるために人を生贄にする」といったら、普通の人はそれは悪霊崇拝だといいます。であるなら
ば無条件の愛あるエホバをなだめるために自ら息子息子息子息子のののの生贄生贄生贄生贄を求めるという概念そのものに欠陥があります。

■エホバエホバエホバエホバはそのはそのはそのはその時時時時によってによってによってによって「「「「原則原則原則原則」」」」をををを曲曲曲曲げるのでしょうかげるのでしょうかげるのでしょうかげるのでしょうか？？？？アブラハムの時代に真の民が少なかったので増やすために一夫
多妻を許していたといいます。であればイスラエル人口が十分増えた後にソロモンが700人の妻と300人のそばめです。300人

は妻ですらありません。これはもう公認公認公認公認のののの不倫不倫不倫不倫といっていいでしょう。これだけ多くいれば不道徳を犯す方が難しいです。ダビ
デは300人しかいなかったから浮気してしまったのですね…。しかもこれはエホバエホバエホバエホバ公認公認公認公認のののの神権統治神権統治神権統治神権統治時代です。という事は楽園

で神権統治になったらやりたい放題だという事ですね。しかもみ使いのようになり結婚しないで子供もつくらないので避妊すら
必要ないと…。みなさんも一度死んでから楽園入った方がいいのでは…？？現代は一人と浮気すらしてもいけないのに…。

あと「「「「ソロモンソロモンソロモンソロモンのののの歌歌歌歌」」」」は単純に沢山の妻がいながら若い子を口説こうとして失敗したエロい本です。ウソだというならあの中に
ある聖句をそのまま姉妹にいってあげてください。セクハラ罪で訴えられます。「あなたの胸は○○のようだ、お～」

■一番迷惑一番迷惑一番迷惑一番迷惑ななななキャラキャラキャラキャラははははサムソンサムソンサムソンサムソンです。神から選ばれたナジル人のくせに、酔っ払うと人々になぞなぞを出して答えられないと
文字どうり人々をなじりながら殺して人人人人のののの性器性器性器性器までまでまでまで切切切切ってきますってきますってきますってきます。しかも世の女性のところに入り浸りしだまされます。え！？
あれほどデリラのところに入り浸りながら関係持ってないというのですか…？まさか結婚していたわけではないですよね。

■ヘブライ語聖書でイスラエルに常に災厄をもたらしたのはサタンとはどこにも書いてありません。ヨブの時以外は全ての災
いはエホバからきました。ヘブライ語聖書では嫉妬深嫉妬深嫉妬深嫉妬深いいいい妬妬妬妬みのみのみのみのエホバエホバエホバエホバが出てきますが、イエスの教えられた「「「「霊霊霊霊のののの実実実実」」」」と真っ
向からぶつかります。アハブに偽りの霊を送ったのもエホバですが、、、、「「「「エホバエホバエホバエホバはははは偽偽偽偽るるるる事事事事ができないができないができないができない」」」」という聖句に矛盾をきたし
ます。イエスは「「「「右右右右のののの頬頬頬頬をををを叩叩叩叩かれたらかれたらかれたらかれたら左左左左のののの頬頬頬頬をををを」」」」と教えましたが、旧約聖書のエホバは「「「「目目目目にはにはにはには目目目目をををを」」」」を要求します。従って死海
写本を残したエッセネエッセネエッセネエッセネ派派派派（バプテストのヨハネも属していたかもと出版物もいっています）はヘブライヘブライヘブライヘブライ語聖書語聖書語聖書語聖書のののの神神神神エホバエホバエホバエホバをををを否定否定否定否定
していました。エッセネ派はグノーシス派でしたがローマがカトリックを国教としたため異端として追いやられませいた。

■とても興味深いのはギリシャギリシャギリシャギリシャ語語語語のののの写本写本写本写本にはにはにはには一切一切一切一切「「「「エホバエホバエホバエホバ」」」」というというというという名前名前名前名前はでてこないはでてこないはでてこないはでてこないという事です。新世界訳聖書が勝手に差
し替えているだけです。あなたは出版物でギリシャ語聖書の写本に「エホバ」と書いてある証拠の写真を見たことがあります
か？。全てヘブライ語聖書の写本からの出典しかないはずです。ギリシャ語にヘブライ語のテトラグラマトンが出ることはあり
えないです。翻訳の基本は「忠実に」です。勝手に「エホバにちがいない」とかいって付付付付けけけけ加加加加えるえるえるえる行為行為行為行為は聖句に反します。

どんどんどんどんだけだけだけだけ異教徒異教徒異教徒異教徒？？？？
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まだまだあります、聖書の矛盾。

新世界約新世界約新世界約新世界約　 「そして二月が終わると，彼女は父のもとに帰った。そののち彼は，[娘]について自分が立てた誓約をそのと
おりに行なった。彼女は男と関係を持つことはなかった。そしてイスラエルにおいてはこれが定めとなった。40404040 すな

わち，年ごとにイスラエルの娘たちは出かけて行き，年に四日ずつギレアデ人エフタの娘娘娘娘をほめるをほめるをほめるをほめるのであった。」
★参照資料付版参照資料付版参照資料付版参照資料付版のののの下下下下のののの脚注脚注脚注脚注を見てください！「娘についてなきなきなきなき悲悲悲悲しむしむしむしむ」七十訳　となっています。
★新共同訳新共同訳新共同訳新共同訳では　「イスラエルの娘たちは、ギレアドの人エフタの娘の死死死死をををを悼悼悼悼んでんでんでんで家を出るのである。」
★ジェームズジェームズジェームズジェームズ王欽定訳王欽定訳王欽定訳王欽定訳では　「嘆嘆嘆嘆きききき悲悲悲悲しむしむしむしむ」　英語では　「lamentlamentlamentlament」⇒…を悲しむ, 嘆く；…を後悔する 　

★New American StandardNew American StandardNew American StandardNew American Standardでは「commemoratecommemoratecommemoratecommemorate」⇒ 〈出来事・人を〉記念する；〈記念日などを〉祝う；〈死者を〉追悼する

エフタエフタエフタエフタのののの娘娘娘娘はははは神神神神へのへのへのへの誓約誓約誓約誓約としてとしてとしてとして犠牲犠牲犠牲犠牲にされていますにされていますにされていますにされています。。。。

ノアノアノアノアのののの箱舟箱舟箱舟箱舟のののの矛盾矛盾矛盾矛盾：：：：
■■■■洪水後洪水後洪水後洪水後にににに洪水洪水洪水洪水でででで滅滅滅滅びたはずのびたはずのびたはずのびたはずのネフィリムネフィリムネフィリムネフィリムがいますがいますがいますがいます。。。。
民数記13:33「そして，そこでネフィリムを見た。ネフィリムから出たアナクの子らだ。」　スパイからの報告。

■■■■全世界全世界全世界全世界がががが水没水没水没水没してしてしてして地形地形地形地形がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わったわったわったわったはずなのにはずなのにはずなのにはずなのに、、、、今今今今だにだにだにだにエデンエデンエデンエデンのののの園園園園からあったからあったからあったからあった
　　　　4本本本本のののの川川川川のうちのうちのうちのうち3本本本本がががが現在現在現在現在でもでもでもでも存在存在存在存在していますしていますしていますしています。。。。みなさんはユーフラテス川をご存知ですよね。

　世界が沈んでも乾いたら隅田川がまだそこにあったといっているようなもの。

■■■■オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアののののコアラコアラコアラコアラややややカンガルーカンガルーカンガルーカンガルー（（（（ポケットポケットポケットポケット付付付付））））はどこからはどこからはどこからはどこから来来来来たのでしょうかたのでしょうかたのでしょうかたのでしょうか？？？？
　　　　アフリカアフリカアフリカアフリカ、、、、アジアアジアアジアアジア、、、、中東中東中東中東にもにもにもにも存在存在存在存在しないのになぜしないのになぜしないのになぜしないのになぜ海海海海のののの真真真真んんんん中中中中ののののオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアだけにいるのでしょうかだけにいるのでしょうかだけにいるのでしょうかだけにいるのでしょうか？？？？
　洪水後、アララト山から動物は広まりました。馬は中東⇒ヨーロッパ（スペイン人の船）⇒南アメリカと伝わりました。
　全てはアララト山から広がったと考えると全ての動物は中東との陸繋がりに生息していなくてはなりません。

誓約を守ったら本当に恐い事になる
エフタの娘　裁裁裁裁きききき人人人人11:4011:4011:4011:40

これらにこれらにこれらにこれらに対対対対してしてしてして出版物出版物出版物出版物はははは色色色色々々々々とととと苦苦苦苦しいしいしいしい言言言言いいいい訳訳訳訳をしますをしますをしますをします。「～。「～。「～。「～のようだのようだのようだのようだ」「～」「～」「～」「～のののの意味意味意味意味だだだだ」」」」などなどなどなど言葉言葉言葉言葉のののの遊遊遊遊びにびにびにびに近近近近いですいですいですいです。。。。
しかしもししかしもししかしもししかしもし聖書聖書聖書聖書がががが様様様様々々々々なななな背景背景背景背景からからからから出出出出てきたてきたてきたてきたバラバラバラバラバラバラバラバラのののの本本本本をををを寄寄寄寄せせせせ集集集集めただけだとめただけだとめただけだとめただけだと考考考考えればつじつまはえればつじつまはえればつじつまはえればつじつまは合合合合いますいますいますいます。。。。
一一一一つのつのつのつの神神神神がががが一一一一つだけのつだけのつだけのつだけの聖典聖典聖典聖典をつくったというにはをつくったというにはをつくったというにはをつくったというには無理無理無理無理がありますがありますがありますがあります。。。。

聖書聖書聖書聖書のののの不思議不思議不思議不思議
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Dagon & Isis
The fish symbolises the sign of Pisces and also the legendary 
King of Babylon, Nimrod, who was depicted as a fish. The dove 
symbolises his partner, Queen Semiramis, and it is more reverse 
symbolism. While the dove means peace to most people, it 
symbolises death and destruction to the Brotherhood. This 
reversing allows them to use their symbols in the public eye in a 
way that no-one understands. Sinn Fein, the political wing of the 
Provisional IRA in Northern Ireland, has a dove as its symbol for 
this reason

The Dove
It is this dove symbolism which gives us the fictitious name of 
Christopher Columbus who in fact used to sign his name Colon. 
The name Columbus was invented as yet more Brotherhood 
symbolism. The Romans used to worship a deity they called 
Venus Columba, Venus the Dove. Venus and dove are associated 
with Queen Semiramis in Babylon. The word dove in French today 
is still Colombre. Columba is also an 'Aphrodite' goddess which 
symbolises the negative, death and destruction, aspects of the 
female energy.

もともともともともともともともと聖書聖書聖書聖書のののの中中中中にはにはにはには異教徒異教徒異教徒異教徒ののののシンボルシンボルシンボルシンボルがががが沢山導入沢山導入沢山導入沢山導入
されていますされていますされていますされています。。。。ハトハトハトハトもももも魚魚魚魚もももも古代宗教古代宗教古代宗教古代宗教からとられていますからとられていますからとられていますからとられています。。。。

イエスイエスイエスイエスのののの馬小屋馬小屋馬小屋馬小屋でででで生生生生まれたまれたまれたまれた、、、、3日日日日でででで復活復活復活復活というというというという神話神話神話神話もももも

ローマローマローマローマ人人人人がががが信信信信じていたじていたじていたじていたミトラミトラミトラミトラ教教教教からとられましたからとられましたからとられましたからとられました。。。。
ローマローマローマローマ人人人人がががが受受受受けけけけ入入入入れやすいようにれやすいようにれやすいようにれやすいようにクリスマスクリスマスクリスマスクリスマスとととと同様同様同様同様、、、、
キリストキリストキリストキリストとととと異教徒異教徒異教徒異教徒のののの教教教教えがえがえがえが合体合体合体合体しましたしましたしましたしました。。。。

ちなみにちなみにちなみにちなみに山上山上山上山上のののの垂訓垂訓垂訓垂訓などはなどはなどはなどはイエスイエスイエスイエスのののの言葉言葉言葉言葉をとどめてをとどめてをとどめてをとどめて
いますのでいますのでいますのでいますので、、、、霊的霊的霊的霊的なななな原則原則原則原則をををを汲汲汲汲みみみみ取取取取るのがるのがるのがるのが一番重要一番重要一番重要一番重要ですですですです。。。。
それそれそれそれ以上以上以上以上のののの解釈解釈解釈解釈はははは宗教紛争宗教紛争宗教紛争宗教紛争をををを起起起起こすのみですこすのみですこすのみですこすのみです。。。。

ハトハトハトハトのののの由来由来由来由来



7

聖書そのものが異教徒のシンボルを取り入れていると思ってください。
それともモーセの前にエジプト人を使ってサタンがマネさせたと
いうのでしょうか？？サタンが先取りをしたのですか…不思議だ。

同同同同じじじじ杖杖杖杖？？？？
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エホバエホバエホバエホバととととサタンサタンサタンサタンのののの信者信者信者信者のののの両方両方両方両方がががが
同同同同じじじじ幻幻幻幻をををを見見見見るとはるとはるとはるとは一体一体一体一体…！？！？！？！？

聖書聖書聖書聖書のののの予言予言予言予言のののの登場人物登場人物登場人物登場人物？？？？とととと
異教徒異教徒異教徒異教徒のののの神神神神々々々々がががが同同同同じというじというじというじという
のはのはのはのは何何何何をををを指指指指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？？？？
もしかしてもしかしてもしかしてもしかしてヨハネヨハネヨハネヨハネががががサタンサタンサタンサタンからからからから
啓示啓示啓示啓示をををを受受受受けたのでしょうかけたのでしょうかけたのでしょうかけたのでしょうか？？？？？？？？
いやいやいやいや、、、、アッシリアアッシリアアッシリアアッシリアととととバビロンバビロンバビロンバビロンがががが
エホバエホバエホバエホバからからからから啓示啓示啓示啓示をををを受受受受けたのですねけたのですねけたのですねけたのですね。。。。

同同同同じじじじ幻幻幻幻？？？？
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これとこれ、
どう違うのでしょうか？

エホバがどうしても
裁きたいのであれば

自然災害に任せるのでは。

これはこれはこれはこれはホロコーストホロコーストホロコーストホロコーストですですですです。。。。

これとこれ、
どう違うのでしょうか？

愛の神が人の犠牲を要求する？
死体をありがたがって

壁や教本で大きく見せる
宗教は尋常ではありません。

どの親もそんな絵子供に見せたくありません。

これはこれはこれはこれはホワイトマジックホワイトマジックホワイトマジックホワイトマジックですですですです。。。。

冷静冷静冷静冷静にににに考考考考えようえようえようえよう
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無条件の愛の神は仕返しを必要とするのか？
目に目を？自分を賞賛させるために人を創り、そうしないと滅ぼす神？

聖書の中ではサタンよりエホバ自身の方が
人を多く殺しています。本当に愛の神ですか？

という前に、あなたはサタンとハルマゲドンがないと
良いことをしない人なのでしょうか？？
絶対悪と恐怖がないと良い事をできないのでしょうか？

仲間の信者に聞いてください。
「もしハルマゲドンとサタンが
存在しなかったらどうする？」

大抵こう答えます。
「じゃあどうして伝道するの？」

あれ？単純に良い事だから
するだけでは駄目なのでしょうか？

復讐復讐復讐復讐してやるしてやるしてやるしてやる！！！！
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私私私私はははは聖書聖書聖書聖書がががが含含含含んでいるんでいるんでいるんでいる霊的原則霊的原則霊的原則霊的原則やややや価値価値価値価値はははは否定否定否定否定していませんしていませんしていませんしていません。。。。ただただただただ聖書聖書聖書聖書のののの最初最初最初最初からからからから最後最後最後最後ののののページページページページまでまでまでまで全全全全てててて
一貫一貫一貫一貫していてしていてしていてしていて霊感霊感霊感霊感をををを受受受受けているとけているとけているとけていると考考考考えるのにはえるのにはえるのにはえるのには無理無理無理無理がありますがありますがありますがあります。。。。霊的霊的霊的霊的なななな原則原則原則原則をををを汲汲汲汲みみみみ出出出出すのがすのがすのがすのが良良良良いかといかといかといかと思思思思いますいますいますいます。。。。
下下下下にあるのはにあるのはにあるのはにあるのは聖書聖書聖書聖書のののの由来由来由来由来をををを理解理解理解理解するためのするためのするためのするための本本本本ですですですです。。。。どれかだけがどれかだけがどれかだけがどれかだけが真実真実真実真実であるとはであるとはであるとはであるとは私私私私もももも思思思思っていませんっていませんっていませんっていません。。。。ただただただただ、、、、
一一一一つのつのつのつの書書書書をめぐってこれだけのをめぐってこれだけのをめぐってこれだけのをめぐってこれだけの異異異異なったなったなったなった見解見解見解見解があることだけはがあることだけはがあることだけはがあることだけは念頭念頭念頭念頭ににににおいておいておいておいておいておいておいておいてくださいくださいくださいください。。。。
ものみの塔の中には本当のギリシャ語やヘブライ語の専門家がいるわけではありません。新世界訳聖書の翻訳委員会の中です
ら、ギリシャ語をアマチュアレベルで理解していたフランズ会長がいたぐらいです。本当に組織がどの専門家よりも聖書の写本や
翻訳について熟知しているのでしょうか？あ、すみません、エホバの導きを受けていたんですよね…でも霊感を受けていたわけで
はない…はて、どっちだ…（汗）。そのうえ不完全だから間違いをおかすことがある…いや、こわいですね…。

タイトルタイトルタイトルタイトルととととリンクリンクリンクリンクのみのみのみのみ表記表記表記表記しておきますしておきますしておきますしておきます。。。。後後後後ははははアマゾンアマゾンアマゾンアマゾンでででで詳細詳細詳細詳細をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

聖典聖典聖典聖典とととと外典外典外典外典にににに関関関関してしてしてして：：：：
●失失失失われたわれたわれたわれた福音書福音書福音書福音書　　　　 http://tinylink.com/?Hob6JFePizhttp://tinylink.com/?Hob6JFePizhttp://tinylink.com/?Hob6JFePizhttp://tinylink.com/?Hob6JFePiz
●●●●禁禁禁禁じられたじられたじられたじられた福音書福音書福音書福音書 http://tinylink.com/?nacn8xvibjhttp://tinylink.com/?nacn8xvibjhttp://tinylink.com/?nacn8xvibjhttp://tinylink.com/?nacn8xvibj
●●●●マグダラマグダラマグダラマグダラののののマリアマリアマリアマリアによるによるによるによる福音書福音書福音書福音書 http://tinylink.com/?X4HqEwWmg7http://tinylink.com/?X4HqEwWmg7http://tinylink.com/?X4HqEwWmg7http://tinylink.com/?X4HqEwWmg7

写本写本写本写本のののの歴史歴史歴史歴史にににに関関関関してしてしてして：：：：
●捏造捏造捏造捏造されたされたされたされた聖書聖書聖書聖書 http://http://http://http://tinylinktinylinktinylinktinylink.com/?.com/?.com/?.com/?WeZHwpUJGtWeZHwpUJGtWeZHwpUJGtWeZHwpUJGt
●乗乗乗乗っっっっ取取取取られたられたられたられた聖書聖書聖書聖書 http://tinylink.com/?zKpNPp8ML6http://tinylink.com/?zKpNPp8ML6http://tinylink.com/?zKpNPp8ML6http://tinylink.com/?zKpNPp8ML6

目目目目からからからから鱗鱗鱗鱗！！！！なるほどこういうなるほどこういうなるほどこういうなるほどこういう見方見方見方見方もあったのかもあったのかもあったのかもあったのか：：：：
●イエスイエスイエスイエスのののの王朝王朝王朝王朝　　　　 http://tinylink.com/?xlUkuGwXx0http://tinylink.com/?xlUkuGwXx0http://tinylink.com/?xlUkuGwXx0http://tinylink.com/?xlUkuGwXx0
●●●●聖聖聖聖なるなるなるなる妄想妄想妄想妄想 http://tinylink.com/?myihMOpVqMhttp://tinylink.com/?myihMOpVqMhttp://tinylink.com/?myihMOpVqMhttp://tinylink.com/?myihMOpVqM

教会教会教会教会・・・・教理教理教理教理のののの歴史歴史歴史歴史：：：：
●●●●悪魔悪魔悪魔悪魔のののの文化史文化史文化史文化史 http://http://http://http://tinylinktinylinktinylinktinylink.com/?.com/?.com/?.com/?lnvDhpwbSJlnvDhpwbSJlnvDhpwbSJlnvDhpwbSJ
●●●●キリストキリストキリストキリスト教教教教のののの暗黒暗黒暗黒暗黒のののの裏面史裏面史裏面史裏面史　　　　 http://tinylink.com/?3pslewlbx0http://tinylink.com/?3pslewlbx0http://tinylink.com/?3pslewlbx0http://tinylink.com/?3pslewlbx0
●●●●ローマローマローマローマ教皇教皇教皇教皇　　　　 http://tinylink.com/?LoM7KXwpKThttp://tinylink.com/?LoM7KXwpKThttp://tinylink.com/?LoM7KXwpKThttp://tinylink.com/?LoM7KXwpKT

そりゃそりゃそりゃそりゃーーーーぁびっくりぁびっくりぁびっくりぁびっくり：：：：
●日本神道日本神道日本神道日本神道にににに封印封印封印封印されたされたされたされた古代古代古代古代ユダヤユダヤユダヤユダヤのののの暗号暗号暗号暗号 http://tinylink.com/?rRiB5DjmAdhttp://tinylink.com/?rRiB5DjmAdhttp://tinylink.com/?rRiB5DjmAdhttp://tinylink.com/?rRiB5DjmAd
●聖書聖書聖書聖書にににに隠隠隠隠されたされたされたされた日本日本日本日本・・・・ユダヤユダヤユダヤユダヤ封印封印封印封印のののの古代史古代史古代史古代史 http://tinylink.com/?8JaFxGSvIdhttp://tinylink.com/?8JaFxGSvIdhttp://tinylink.com/?8JaFxGSvIdhttp://tinylink.com/?8JaFxGSvId

聖書聖書聖書聖書にににに関関関関するするするする資料資料資料資料

これらはこれらはこれらはこれらは絶対的絶対的絶対的絶対的なななな答答答答ではなくではなくではなくではなく、、、、
これだけのこれだけのこれだけのこれだけの論点論点論点論点があるというたがあるというたがあるというたがあるというた
めのめのめのめの資料資料資料資料ですですですです。。。。特定特定特定特定のののの信条信条信条信条やややや
思想思想思想思想をををを推進推進推進推進するつもりはするつもりはするつもりはするつもりは
ありませんのでごありませんのでごありませんのでごありませんのでご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。
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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やややや絶対真理絶対真理絶対真理絶対真理でないのであればどこにいけばよいのでしょうかでないのであればどこにいけばよいのでしょうかでないのであればどこにいけばよいのでしょうかでないのであればどこにいけばよいのでしょうか？？？？
ここではここではここではここでは答答答答えをえをえをえを提示提示提示提示しませんしませんしませんしません。。。。なぜならあなたがなぜならあなたがなぜならあなたがなぜならあなたが期待期待期待期待（（（（信信信信じているじているじているじている））））しているしているしているしている答答答答えとえとえとえと違違違違えばえばえばえば
あなたはあなたはあなたはあなたは誰誰誰誰からのからのからのからの答答答答えもえもえもえも受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる事事事事はないでしょうはないでしょうはないでしょうはないでしょう。。。。例例例例ええええ神神神神がががが現現現現れてれてれてれて直接教直接教直接教直接教えてえてえてえて
くれたとしてもそれはくれたとしてもそれはくれたとしてもそれはくれたとしてもそれは悪霊悪霊悪霊悪霊だというでしょうだというでしょうだというでしょうだというでしょう。。。。

一一一一つだけつだけつだけつだけハッキリハッキリハッキリハッキリいえるいえるいえるいえる事事事事がありますがありますがありますがあります。。。。アルコールアルコールアルコールアルコールであれであれであれであれタバコタバコタバコタバコであれであれであれであれ宗教宗教宗教宗教であれであれであれであれ、、、、
何何何何かにかにかにかに「「「「依存依存依存依存するするするする」」」」代価代価代価代価はははは高高高高くつきますくつきますくつきますくつきます。。。。自分自分自分自分でででで答答答答えをえをえをえを出出出出すすすす事事事事をををを学学学学んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。

あなたはあなたはあなたはあなたは次次次次のののの答答答答えがえがえがえが出出出出るまではるまではるまではるまでは、、、、今今今今のののの組織組織組織組織をををを出出出出ることはできないというかもしれませんることはできないというかもしれませんることはできないというかもしれませんることはできないというかもしれません。。。。
しかししかししかししかしもしあなたのもしあなたのもしあなたのもしあなたの乗乗乗乗っているっているっているっている電車電車電車電車がががが強制収容所行強制収容所行強制収容所行強制収容所行きだときだときだときだと分分分分かったらすぐにかったらすぐにかったらすぐにかったらすぐに電車電車電車電車をををを
降降降降りるのではないでしょうかりるのではないでしょうかりるのではないでしょうかりるのではないでしょうか？？？？それともそれともそれともそれとも次次次次のののの乗換乗換乗換乗換のののの電車電車電車電車がががが分分分分かるまでかるまでかるまでかるまで降降降降りませんかりませんかりませんかりませんか？？？？
又又又又、、、、今今今今のあなたはのあなたはのあなたはのあなたは次次次次にあるにあるにあるにあるどんなどんなどんなどんな答答答答えをえをえをえを聞聞聞聞いたとしてもいたとしてもいたとしてもいたとしても、、、、多分否定多分否定多分否定多分否定したくなるでしょうしたくなるでしょうしたくなるでしょうしたくなるでしょう。。。。
なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、いまいまいまいま器器器器（（（（頭頭頭頭））））のののの中中中中にあるにあるにあるにあるモノモノモノモノ（（（（信条信条信条信条））））をををを取取取取りりりり除除除除かないとかないとかないとかないと次次次次ののののモノモノモノモノはははは入入入入らないらないらないらないからですからですからですからです。。。。

いずれにせよいずれにせよいずれにせよいずれにせよ私私私私はあなたがはあなたがはあなたがはあなたが何何何何をををを信信信信じようとかまわないとじようとかまわないとじようとかまわないとじようとかまわないと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。
答答答答えはえはえはえは自分自分自分自分ででででをををを探探探探してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの人生人生人生人生ですですですです。。。。ただしただしただしただしアドバイスアドバイスアドバイスアドバイス：：：：

①①①①世世世世のののの中中中中にはにはにはには答答答答えのでないえのでないえのでないえのでない事事事事もあるもあるもあるもある事事事事をををを理解理解理解理解するするするする。。。。
②②②②答答答答ええええ探探探探しのしのしのしの旅旅旅旅にににに翻弄翻弄翻弄翻弄されないされないされないされない。　。　。　。　⇒宗教回り、本回り、自分探し。

③③③③今今今今のののの人生人生人生人生からからからから注意注意注意注意をををを逸逸逸逸らさないらさないらさないらさない。　。　。　。　 ⇒今ある生活、仕事を充実させる。

　　　　今今今今あるあるあるある人生人生人生人生をまっとうするためにあなたはをまっとうするためにあなたはをまっとうするためにあなたはをまっとうするためにあなたは生生生生まれていますまれていますまれていますまれています。。。。テーマテーマテーマテーマがあるからこそがあるからこそがあるからこそがあるからこそ生生生生まれてくるのですまれてくるのですまれてくるのですまれてくるのです。。。。
　　　　宗教宗教宗教宗教であれであれであれであれなんであれなんであれなんであれなんであれ、、、、今今今今あるあるあるある人生人生人生人生からからからから注意注意注意注意をををを逸逸逸逸らすものはらすものはらすものはらすものは麻薬麻薬麻薬麻薬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。。。。⇒⇒⇒⇒現実逃避現実逃避現実逃避現実逃避
　
そしてそしてそしてそして最後最後最後最後にににに、、、、あなたとあなたのごあなたとあなたのごあなたとあなたのごあなたとあなたのご家族家族家族家族がががが呪縛呪縛呪縛呪縛からからからから開放開放開放開放されてされてされてされて、、、、
真真真真のののの自分自分自分自分をををを体現体現体現体現できるできるできるできる幸幸幸幸せなせなせなせな生活生活生活生活をををを創造創造創造創造していけますようにしていけますようにしていけますようにしていけますように。－。－。－。－真理真理真理真理 真真真真

今今今今のののの人生人生人生人生がががが大切大切大切大切



13

基本的基本的基本的基本的にににに全全全全てのてのてのての宗教宗教宗教宗教のののの教理教理教理教理はははは真理真理真理真理のののの断片断片断片断片をををを含含含含んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。
どのどのどのどの次元次元次元次元・・・・範囲範囲範囲範囲でででで見見見見るかるかるかるかだけのだけのだけのだけの違違違違いですいですいですいです。。。。全全全全てのてのてのての答答答答えはえはえはえはYes & Noですですですです。。。。

宗教論争宗教論争宗教論争宗教論争ははははサイコロサイコロサイコロサイコロのようなものですのようなものですのようなものですのようなものです。。。。

あるあるあるある宗教宗教宗教宗教はははは神神神神をををを「「「「１１１１だだだだ」」」」とかとかとかとか「「「「３３３３だだだだ」」」」とかとかとかとか「「「「４４４４だだだだ」」」」とかいいますとかいいますとかいいますとかいいます。。。。
そしてそしてそしてそして見見見見えるものがえるものがえるものがえるものが違違違違うとうとうとうと悪霊悪霊悪霊悪霊だといってだといってだといってだといって殺殺殺殺しあいますしあいますしあいますしあいます。。。。
しかししかししかししかし距離距離距離距離をををを離離離離してしてしてして見見見見てみるとてみるとてみるとてみると実実実実はははは１１１１からからからから６６６６までまでまでまで全全全全てててて含含含含まれているまれているまれているまれている事事事事がががが
分分分分かりますかりますかりますかります。。。。どのどのどのどの側面側面側面側面からからからから見見見見ているかているかているかているかだけのだけのだけのだけの違違違違いですいですいですいです。。。。

あなたがあなたがあなたがあなたが何何何何をををを信信信信じるかにせよじるかにせよじるかにせよじるかにせよ、、、、一一一一つだけいえるつだけいえるつだけいえるつだけいえる事事事事がありますがありますがありますがあります。。。。
組織組織組織組織・・・・教団教団教団教団にににに属属属属するするするする事事事事がなければがなければがなければがなければ「「「「教理教理教理教理」」」」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。。。。
ということはということはということはということは、、、、人人人人にににに押押押押しししし付付付付けるべきけるべきけるべきけるべき教理教理教理教理もなくなりますもなくなりますもなくなりますもなくなります。。。。つまりつまりつまりつまり論争論争論争論争もももも起起起起きませんきませんきませんきません。。。。

イエスイエスイエスイエスもおもおもおもお釈迦釈迦釈迦釈迦もももも現存現存現存現存するするするする体制体制体制体制・・・・組織組織組織組織をををを捨捨捨捨てててててててて自分自分自分自分のののの
霊的霊的霊的霊的なななな啓発啓発啓発啓発にににに導導導導かれてかれてかれてかれて一人一人一人一人のののの道道道道をををを行行行行きましたきましたきましたきました。。。。

わざわざわざわざわざわざわざわざモノモノモノモノをををを書書書書いたりいたりいたりいたり、、、、体制体制体制体制やややや組織組織組織組織をつくってをつくってをつくってをつくってルールルールルールルールやややや教理教理教理教理でででで
人人人人をををを縛縛縛縛るのはどのるのはどのるのはどのるのはどの時代時代時代時代もももも弟子弟子弟子弟子やややや信者信者信者信者たちですたちですたちですたちです。。。。（（（（ベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー社長社長社長社長とととと大企業病大企業病大企業病大企業病みたいなものですみたいなものですみたいなものですみたいなものです））））

あなたもあなたもあなたもあなたもイエスイエスイエスイエスとととと同同同同じじじじ道道道道をををを歩歩歩歩みたいのであればみたいのであればみたいのであればみたいのであれば、、、、今今今今あるあるあるある体制体制体制体制やややや組織組織組織組織をををを
疑疑疑疑ってみるってみるってみるってみる必要必要必要必要があるかもしれませんがあるかもしれませんがあるかもしれませんがあるかもしれません。。。。

サイコロサイコロサイコロサイコロとととと同同同同じですじですじですじです
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クラシッククラシッククラシッククラシックとととと同同同同じですじですじですじです

違違違違ったったったったバリエーションバリエーションバリエーションバリエーションのののの「「「「写写写写」」」」本本本本はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、肝心肝心肝心肝心のののの「「「「原原原原」」」」本本本本がないがないがないがない…。。。。
それなのにそれなのにそれなのにそれなのに誰誰誰誰がががが一番神一番神一番神一番神のののの言葉言葉言葉言葉にににに忠実忠実忠実忠実かとかとかとかと議論議論議論議論をするをするをするを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…。。。。

実実実実はこれってはこれってはこれってはこれってクラシッククラシッククラシッククラシック音楽音楽音楽音楽とととと似似似似ているものがありますているものがありますているものがありますているものがあります。。。。クラシッククラシッククラシッククラシックにはにはにはには原版原版原版原版がありませんがありませんがありませんがありません。。。。
どのどのどのどの演奏者演奏者演奏者演奏者がががが一番一番一番一番モーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルトにににに近近近近いいいい演奏演奏演奏演奏をできるかをできるかをできるかをできるか！！！！楽譜楽譜楽譜楽譜にににに忠実忠実忠実忠実にににに！！！！
だからだからだからだからクラシッククラシッククラシッククラシックをおをおをおをお勉強勉強勉強勉強なさるなさるなさるなさる方方方方ははははインプロビゼーションインプロビゼーションインプロビゼーションインプロビゼーション（（（（即興即興即興即興））））がががが不得意不得意不得意不得意ですですですです。。。。
つまりつまりつまりつまり自分自分自分自分のののの考考考考えではなくえではなくえではなくえではなく、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでもモーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルトによってによってによってによって定定定定められためられためられためられた範囲範囲範囲範囲のののの表現表現表現表現ですですですです。。。。
もしもしもしもしモーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルトがががが生生生生まれまれまれまれ変変変変わってきたらわってきたらわってきたらわってきたら、、、、クラシッククラシッククラシッククラシックにはにはにはには飽飽飽飽きてきてきてきてロックロックロックロックをやっているとをやっているとをやっているとをやっていると思思思思いますいますいますいます。。。。
というよりというよりというよりというより、、、、もしもしもしもしモーツァルトモーツァルトモーツァルトモーツァルトがががが今今今今いたらいたらいたらいたら誰誰誰誰がががが忠実忠実忠実忠実であるかというであるかというであるかというであるかという議論議論議論議論はははは吹吹吹吹きききき飛飛飛飛びますびますびますびます。。。。
そしてそしてそしてそして今今今今いるいるいるいる演奏者演奏者演奏者演奏者たちはただのたちはただのたちはただのたちはただの「「「「コピーバンドコピーバンドコピーバンドコピーバンド」」」」になってしまいますになってしまいますになってしまいますになってしまいます。。。。
ビールズビールズビールズビールズはははは「「「「原版原版原版原版」」」」をををを入手入手入手入手できますできますできますできます。。。。だからだからだからだから誰誰誰誰ががががビートルズビートルズビートルズビートルズにににに一番近一番近一番近一番近いいいい演奏演奏演奏演奏をするかはをするかはをするかはをするかは
誰誰誰誰もももも興味興味興味興味ありませんありませんありませんありません。。。。答答答答えがえがえがえが明白明白明白明白だからですだからですだからですだからです。。。。本当本当本当本当にただのにただのにただのにただのコピーバンドコピーバンドコピーバンドコピーバンドですですですです。。。。
もしもしもしもしイエスイエスイエスイエスがががが今今今今いればいればいればいれば誰誰誰誰ががががイエスイエスイエスイエスにににに忠実忠実忠実忠実かというかというかというかという議論議論議論議論すらなくなりますすらなくなりますすらなくなりますすらなくなります。。。。

そうやってそうやってそうやってそうやって考考考考えるとえるとえるとえると宗教宗教宗教宗教ももももクラシッククラシッククラシッククラシックもももも「「「「答答答答ええええ」」」」がないからこそがないからこそがないからこそがないからこそ繁盛繁盛繁盛繁盛するするするする業界業界業界業界ですですですです。。。。
ダイエットダイエットダイエットダイエット本本本本ももももビジネスビジネスビジネスビジネス本本本本などのなどのなどのなどのノウハウノウハウノウハウノウハウ本本本本もももも全全全全てそうですてそうですてそうですてそうです。。。。これだというこれだというこれだというこれだという一一一一つだけのつだけのつだけのつだけの
「「「「絶対絶対絶対絶対」」」」なななな答答答答えがないからこそえがないからこそえがないからこそえがないからこそ永遠永遠永遠永遠ののののテーマテーマテーマテーマでもありでもありでもありでもあり、、、、そういったそういったそういったそういった本本本本はこれからもはこれからもはこれからもはこれからも出続出続出続出続けますけますけますけます。。。。

聖書聖書聖書聖書のののの原本原本原本原本がないがないがないがない以上以上以上以上はははは、、、、イエスイエスイエスイエスのののの教教教教えられたえられたえられたえられた全体像全体像全体像全体像はははは完全完全完全完全にはにはにはには分分分分かりませんかりませんかりませんかりません。。。。
全全全全てのてのてのての宗教宗教宗教宗教はただのはただのはただのはただの教祖教祖教祖教祖ののののコピーバンドコピーバンドコピーバンドコピーバンドですですですです。。。。それなのにおそれなのにおそれなのにおそれなのにお互互互互いいいい誰誰誰誰のののの演奏演奏演奏演奏がががが忠実忠実忠実忠実かかかか議論議論議論議論しますしますしますします。。。。
ぜひぜひぜひぜひジョンジョンジョンジョン・・・・レノンレノンレノンレノンにににに誰誰誰誰がががが一番正一番正一番正一番正しいかしいかしいかしいか聞聞聞聞いてみてくださいいてみてくださいいてみてくださいいてみてください。。。。多分多分多分多分こういうとこういうとこういうとこういうと思思思思いますいますいますいます。。。。

「「「「マネマネマネマネばかりしてないでばかりしてないでばかりしてないでばかりしてないで自分自分自分自分のののの曲曲曲曲をつくれをつくれをつくれをつくれ」」」」



15

ヘブライヘブライヘブライヘブライ語語語語ととととエログリフエログリフエログリフエログリフののののアルファベットアルファベットアルファベットアルファベット

HWHY

Y

W

H

付録付録付録付録：：：：ヘブライヘブライヘブライヘブライ文字文字文字文字のののの由来由来由来由来

「偉人たち」　ジョージ・ハント・ウィリアムソン

三位一体三位一体三位一体三位一体をををを表表表表すすすすピラミッドピラミッドピラミッドピラミッドととととテトラグラマトンテトラグラマトンテトラグラマトンテトラグラマトン
にはにはにはには深深深深いつながりがいつながりがいつながりがいつながりが…

ヘブライ語は右から読む

主流ではありませんが、中にはヘブライ語
文字がエジプトの絵文字に由来すると主張
する学者もいます…。


