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JW解約解約解約解約⑦⑦⑦⑦　番外編番外編番外編番外編　意味もなく長いです。

森林伐採に繋がるのでプリントプリントプリントプリントしないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。
あと、古い雑誌や製本はリサイクルしましょう。

『『『『笑笑笑笑わせてくれますねわせてくれますねわせてくれますねわせてくれますね、、、、背教者背教者背教者背教者！』！』！』！』
背教者背教者背教者背教者のののの矛盾矛盾矛盾矛盾をををを暴暴暴暴いてさしあげますいてさしあげますいてさしあげますいてさしあげます逆襲編逆襲編逆襲編逆襲編

付録付録付録付録：：：：エホバエホバエホバエホバのののの証人図解付証人図解付証人図解付証人図解付！！！！

真理真 　熱心学　v.1e 12/07/2007
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はじめまして。

放火学会、じゃなくてエホバの証人の熱心な現役の

熱心熱心熱心熱心学学学学（ねっしん・まなぶ）と申します。

真（まこと）兄弟が皆さんに背教的な事ばかりをいうので、

今回はこの私が皆さんを霊的霊的霊的霊的にににに励励励励ましたいましたいましたいましたいと思います。

皆さんもこういうサイトばかり見ているとサタンに
惑わされますよ。本当です。どんなに真実に見えても

それはサタンです。サタンサタンサタンサタンはははは事実事実事実事実さえもさえもさえもさえも利用利用利用利用しますからしますからしますからしますから。。。。

もちろんネットにあるのは皆事実じゃなくてウソウソウソウソですよ。
あたりまえじゃないですか。

ネットネットネットネットはははは背教者背教者背教者背教者ばかりばかりばかりばかりですからですからですからですから。。。。
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今回は廃墟者…じゃなくて背教者（わざと間違えました）がいかに間

違っているかを徹底的に私が論破します。

背教者は根拠のない証拠を取り上げて
矛盾した事ばかりいいます。

その上彼らは狡猾狡猾狡猾狡猾でででで根根根根ははははサタンサタンサタンサタンです。しかも！

時時時時々々々々エホバエホバエホバエホバのののの知恵知恵知恵知恵をををを凌凌凌凌ぐぐらいぐぐらいぐぐらいぐぐらいズルズルズルズル賢賢賢賢いいいい事事事事をいってをいってをいってをいって
クリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンをををを引引引引きずりきずりきずりきずり落落落落としますとしますとしますとします。。。。

しかし全てのクリスチャンは「「「「全全全全てのてのてのての根拠根拠根拠根拠」」」」をををを確確確確かめてかめてかめてかめて
からどれが真の宗教か決めるべきです。

もっとももっとももっとももっとも、、、、背教者背教者背教者背教者のののの根拠根拠根拠根拠をををを調調調調べてはいけませんべてはいけませんべてはいけませんべてはいけません。。。。

サタンサタンサタンサタンですから…

真理真の奴に、ちゃんとこの資料を読んでもらいたいです。

あいつは「自分の信条と違うものは読めない」とか
アホなことを抜かしていますから！！
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背教者なんていうのはみんなとんでもない奴ばかりです。

まず彼らはとても傲慢傲慢傲慢傲慢です。その証拠に彼らは
常常常常にににに彼彼彼彼らのらのらのらの方方方方がががが正正正正しいといいはりますしいといいはりますしいといいはりますしいといいはります！！！！ほらね。
でもそれはまずありえないです。

だって正正正正しいのはしいのはしいのはしいのは私私私私たちにたちにたちにたちに決決決決まっていますまっていますまっていますまっていますから。

しかも彼らは狡猾狡猾狡猾狡猾です。
真理を持っている私たちを簡単簡単簡単簡単にににに惑わします。
私私私私たちがたちがたちがたちが彼彼彼彼らをらをらをらを惑惑惑惑わしてわしてわしてわして真理真理真理真理にににに導導導導くくくく事事事事はできませんがはできませんがはできませんがはできませんが、、、、
彼彼彼彼らがらがらがらが私私私私たちをたちをたちをたちを欺欺欺欺いていていていて真理真理真理真理からからからから出出出出すのはすのはすのはすのは簡単簡単簡単簡単ですですですです。。。。
真理では打ち勝てないところが悔しいところです。

でも仕方がないです。サタンサタンサタンサタンがががが彼らについているので。
でも大丈夫、私たちにはエホバがついています。

天国でも多分サタンはエホバを惑わそうとしているに
違いありません。皆さん気をつけてください。本当に。
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背教者がサタン的である証拠がまだあります。

彼彼彼彼らはらはらはらはなんとなんとなんとなんと！！！！
神神神神ととととイエスイエスイエスイエスをををを信信信信じていてじていてじていてじていて聖書聖書聖書聖書もももも信信信信じているのですがじているのですがじているのですがじているのですが、

ものみものみものみものみのののの塔塔塔塔のののの教理教理教理教理だけはだけはだけはだけは受受受受けけけけ入入入入れないのですれないのですれないのですれないのです！！！！！！！！
イエスがいっていた「反キリスト」とはこのことです。

しかも厚かましいことに、エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人ののののスキャンダルスキャンダルスキャンダルスキャンダルをををを
でっちあげますでっちあげますでっちあげますでっちあげます！！彼らの背教行為はずる賢いです。
神の組織は問題があればかならず隠さないで
信者に教えてくれます。といってといってといってといってもももも問題問題問題問題がががが起起起起きるわけきるわけきるわけきるわけははははありませんありませんありませんありません！！！！

彼らはなんとニュースのネタを仕込んでウソばかりいいます。
しかも！過去過去過去過去のののの出版物出版物出版物出版物からからからから古古古古いいいい教理教理教理教理をををを根拠根拠根拠根拠にににに引引引引っっっっ張張張張りりりり
出出出出してしてしてしてきてきてきてきて、、、、いかいかいかいかにににに組織組織組織組織ががががウソウソウソウソをついてきたかとをついてきたかとをついてきたかとをついてきたかと主張主張主張主張しますしますしますします。。。。

出版物出版物出版物出版物のののの記事記事記事記事はははは本当本当本当本当ですがですがですがですが、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの根拠根拠根拠根拠ははははデタラメデタラメデタラメデタラメですですですです。。。。
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そうです、背教者背教者背教者背教者のくせにのくせにのくせにのくせに出版物出版物出版物出版物をををを信者信者信者信者よりよりよりより熱心熱心熱心熱心にににに調調調調べてべてべてべて、、、、

組織組織組織組織のあらのあらのあらのあら探探探探しをしますしをしますしをしますしをします。。。。ずいぶんずいぶんずいぶんずいぶん昔昔昔昔のののの教理教理教理教理を引っ張って
きてそんな事を言うのです。

例えば！1995年に「「「「世代世代世代世代」」」」の定義が変わったといって
鬼の首を取ったかのようにいいます。
預言預言預言預言のののの成就成就成就成就のののの期間期間期間期間がががが変変変変わったっていいじゃないですかわったっていいじゃないですかわったっていいじゃないですかわったっていいじゃないですか。。。。

2007年の5月号の雑誌をとりあげて「「「「1935年年年年」」」」が変わったと
大声で騒ぎます。別別別別にににに初穂初穂初穂初穂であるであるであるである天的級天的級天的級天的級がいつがいつがいつがいつ集集集集めめめめ
終終終終わろうかとわろうかとわろうかとわろうかと、、、、かまわないじゃないですかかまわないじゃないですかかまわないじゃないですかかまわないじゃないですか。。。。
彼らはどうせ天にいけないのですから。
あ、でも彼らはバビロンなので、死んだら楽園じゃなくて
天国に行くと思っているんでしたっけ…ハァ。

教理教理教理教理なんていうのはなんていうのはなんていうのはなんていうのは新新新新しいしいしいしい光光光光がががが出出出出たたたた時点時点時点時点でででで
それまでのそれまでのそれまでのそれまでのはははは、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに古古古古くなるんですくなるんですくなるんですくなるんです。。。。
古い光にイチャモンをつけるなんて、やっぱり背教者です。
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もしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたら背教者背教者背教者背教者のののの主張主張主張主張のののの方方方方がががが当当当当たっていたこともたっていたこともたっていたこともたっていたことも
あるあるあるあるかもかもかもかもしれませんしれませんしれませんしれません。。。。例えば終わりの「世代」の解釈とか…。

でも彼彼彼彼らはらはらはらはエホバエホバエホバエホバをををを待待待待てないてないてないてない性急性急性急性急なななな者者者者たちですたちですたちですたちです。。。。

組織も過去に預言を外した事はあります。
でもそれは組織が性急に語ったからではありません。

エホバエホバエホバエホバはははは時時時時々、々、々、々、ごごごご自分自分自分自分のののの僕僕僕僕がががが間違間違間違間違ったったったった
理解理解理解理解をををを持持持持つつつつ事事事事をををを許許許許されますされますされますされます。。。。
エホバが定めた時までは分からない事もあります。
でも時がくればエホバは正してくださいます。
でもでもでもでも今今今今はとりあえずはとりあえずはとりあえずはとりあえず今今今今あるあるあるある理解理解理解理解をををを語語語語るるるる事事事事がががが大切大切大切大切ですですですです！！！！

もちろんエホバが背教者を正すことはありえません。
彼らはエホバを待てないからです。

皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、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性急性急性急性急にににに語語語語ってはいけませんってはいけませんってはいけませんってはいけません。。。。
それがそれがそれがそれが起起起起こらなければこらなければこらなければこらなければエホバエホバエホバエホバのみのみのみのみ名名名名にににに傷傷傷傷がつきますがつきますがつきますがつきます。。。。
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そもそも、たとえたとえたとえたとえ教理教理教理教理がががが現時点現時点現時点現時点でででで間違間違間違間違っていてもいいんですっていてもいいんですっていてもいいんですっていてもいいんです。。。。

なぜなら私たちには真の宗教であるしるしの

「「「「愛愛愛愛」」」」があるがあるがあるがあるからです。

他の教会の人たちにはみんな愛がありません。
だから平気で中傷をしたりウソをつきますよ。
中には少少少少しだけしだけしだけしだけ良い人もいるかもしれませんが、
その人たちはいずれエホバに導かれるでしょう。

なんたって私たちは霊的霊的霊的霊的パラダイスパラダイスパラダイスパラダイスにいます。
みんな愛ある人たちばかりです。
もちろんもちろんもちろんもちろん会衆会衆会衆会衆にはにはにはには噂話噂話噂話噂話ばかりやばかりやばかりやばかりや、、、、批判的批判的批判的批判的なななな人人人人やややや、、、、ひがむひがむひがむひがむ人人人人やややや、、、、
義義義義にににに過過過過ぎるぎるぎるぎる人人人人やややや、、、、愚痴愚痴愚痴愚痴ばかりのばかりのばかりのばかりの人人人人もももも沢山沢山沢山沢山いますいますいますいます。。。。

でもそれは人間、不完全不完全不完全不完全だから仕方ないです。

他他他他のののの教団教団教団教団だってだってだってだって同同同同じじじじですよ…。
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あのね、ものみの塔が幼児虐待問題を隠蔽する
なんていっているニュースは全てサタンです。
サタンサタンサタンサタンががががエホバエホバエホバエホバのみのみのみのみ名名名名をををを貶貶貶貶めるためにめるためにめるためにめるためにややややってってってっていることですいることですいることですいることです。。。。

ニュースニュースニュースニュースなんてなんてなんてなんて信用信用信用信用してはいけませんしてはいけませんしてはいけませんしてはいけません！！！！！！！！
でもでもでもでも、、、、他他他他のののの教会教会教会教会ののののスキャンダルスキャンダルスキャンダルスキャンダルななななニュースニュースニュースニュースはははは信用信用信用信用できますできますできますできます。。。。
なんたってサタンの宗教ですから。
サタンサタンサタンサタンがなぜがなぜがなぜがなぜニュースニュースニュースニュースをををを利用利用利用利用してしてしてして自分自分自分自分のののの宗教宗教宗教宗教のののの名名名名をををを
貶貶貶貶めるめるめるめるかってかってかってかって？？？？
なんたってサタンですから何でもやると思いますよ。

ニュースにもサタンにも惑わされないで下さい！

例例例例ええええニュースニュースニュースニュースででででハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンがががが来来来来たとたとたとたといっていっていっていってもももも
信信信信じないでじないでじないでじないでくださいくださいくださいください！！！！サタンサタンサタンサタンですからですからですからですから。。。。
え？ではいつ来るかどうやって知るのかって？
あなたさっきから反抗的な精神を示していますね。
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それともう一つ！

私私私私たちはちゃんとたちはちゃんとたちはちゃんとたちはちゃんと宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝ええええてててていますいますいますいます！！！！！！！！

ドアからドアへ伝道をしているのは証人たちだけです。

創価学会も熱心にやっていた時期がありましたが、
それはもう70年代の事です。彼らは今でも裏で一軒一軒一軒一軒づつづつづつづつ

ツボを売りつけにくるだけです。モルモンもやっていますが、

信者信者信者信者ののののみんながみんながみんながみんながやってやってやってやっているわけではありませんいるわけではありませんいるわけではありませんいるわけではありません！！！！！！！！

信者みんながやってこそ真の組織です。

あ、もちろんもちろんもちろんもちろん組織組織組織組織のののの中中中中にもにもにもにも活発活発活発活発なななな人人人人やややや奉仕奉仕奉仕奉仕時間時間時間時間のののの
少少少少ないないないない人人人人もいますがもいますがもいますがもいますがそれはそれはそれはそれは違違違違いますいますいますいます。。。。
奉仕時間が少ない人たちには牧羊訪問を通じて尋問し、
会衆を通じた無言のプレッシャーを与えて
彼らが野外に戻るようにします。

野外はとても重要で、仕事とか大学いっている暇はありません。
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そうです、私たちエホバの証人は伝道こそが生きる道です。
ですから全時間の仕事をする必要はありません。さらに、

私私私私たちにはたちにはたちにはたちには社会的義務社会的義務社会的義務社会的義務をををを果果果果たすたすたすたす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。。。。

私たちは若くてちゃんと働ける能力はありますが、

年金年金年金年金やややや健保健保健保健保をををを払払払払うううう事事事事はははは重要重要重要重要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。。。。
私たちはこうやって立派な人生を歩んでいるのに、未信者の

ご主人さんたちが受け入れてくれないのが不思議です。

証人たちも日本の裕福な社会の恩恵に受けています。
世の人たちが汗水流して払っている税金の恩恵に
預かっています。生活保護を受ける事もあります。

しかしエホバエホバエホバエホバはははは不義不義不義不義のののの富富富富をもをもをもをも用用用用いるとありますいるとありますいるとありますいるとあります。。。。
ですからエホバこそが賞賛されるべきです！！
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不義の富といえば末信者の夫が稼いでくるお金もそうです。

おばさん姉妹たちはダンナダンナダンナダンナさんのさんのさんのさんの稼稼稼稼ぎをぎをぎをぎを寄付箱寄付箱寄付箱寄付箱にににに入入入入れますれますれますれます。
そしてダンナさんの稼ぎのおかげで空いている時間を
奉仕時間にあてています。
ダンナさんの稼ぎで3度のご飯を食べています。

そして集会用の洋服や鞄などを買っています。

でもこれら全てはエホバに感謝です！！！

エホバエホバエホバエホバがががが備備備備えてくださったのですえてくださったのですえてくださったのですえてくださったのです！！！！！！！！

だから例えダンナさんの稼ぎで神権活動が賄われていても、
ちょっとでも批判発言をすればサタン呼ばわりされても
仕方がないのです！

最も最近では末信者の家族も連帯責任でラハブの家族の
ように助かるかもしれませんといわれていますがね。
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もう一つ重要な点があります。
子供はエホバからの授かりものともいう時もあります…が、

終終終終わりのわりのわりのわりの日日日日にににに子供子供子供子供をつくるなんてをつくるなんてをつくるなんてをつくるなんて災災災災いのもといのもといのもといのもとですから
楽園待ちです。乳飲み子がいると大艱難の時に困ります。

もちろんパートなので、経済的余裕もないのも事実ですが。
しかしいざとなればエホバが助けてくださいます。

真兄弟は、証人たちは社会の負担になっているといいます。
日本日本日本日本はははは少子化少子化少子化少子化やややや、、、、医療費用医療費用医療費用医療費用のののの借金等借金等借金等借金等のののの問題問題問題問題をををを促進促進促進促進していると。
本当に信仰の弱い真兄弟にはがっかりさせられます。

全全全全てはてはてはてはエホバエホバエホバエホバがががが解決解決解決解決してくださいますしてくださいますしてくださいますしてくださいます。。。。
ですから、わざわざ私たちがこのサタンサタンサタンサタンのののの世世世世で
問題問題問題問題をををを解決解決解決解決しようとかしようとかしようとかしようとか、、、、国国国国のののの負担負担負担負担をををを軽減軽減軽減軽減しようとかをしようとかをしようとかをしようとかを
考考考考えるえるえるえる事事事事はははは必要必要必要必要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。。。。
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後、とても腹に立つのですが、真兄弟は私たちの事を

「「「「フリーターフリーターフリーターフリーターのののの走走走走りりりり」」」」だといいます。とても失礼です。

私たちは王国王国王国王国のためにのためにのためにのために自己犠牲ゆえにパートの仕事を
しているだけです。本業は奉仕です。

全時間全時間全時間全時間のののの仕事仕事仕事仕事ははははサタンサタンサタンサタンのののの罠罠罠罠にににに陥陥陥陥りやすくなりますりやすくなりますりやすくなりますりやすくなります。。。。
物質主義、道徳基準のない世の人からの誘惑、
浮かれ騒ぎ、昇進などの責任等、気をつけないといけません。

集会集会集会集会もももも100％％％％参加参加参加参加しようとしようとしようとしようと思思思思うとうとうとうと、、、、派遣派遣派遣派遣かかかかパートパートパートパートにににに

なるのはあたりまえですなるのはあたりまえですなるのはあたりまえですなるのはあたりまえです。。。。

だから親からの援助を受け入れるのは懸命な事です。

30代代代代になってもになってもになってもになっても、、、、結婚結婚結婚結婚してもしてもしてもしても親親親親といっしょにといっしょにといっしょにといっしょに住住住住んだりんだりんだりんだり、、、、

生活生活生活生活のののの援助援助援助援助をしてもらうをしてもらうをしてもらうをしてもらう事事事事はははは王国第一王国第一王国第一王国第一のののの証証証証ですですですです。。。。
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しかし、なんだかんだいってもこれだけは覚えておいてください。
イエスは狭い門を通りなさいとおっしゃいました。

だから真理真理真理真理にににに至至至至るのはるのはるのはるのは本当本当本当本当にににに少人数少人数少人数少人数ですですですです。
バビロンバビロンバビロンバビロンは人類人類人類人類のののの大半大半大半大半をををを騙騙騙騙してしてしてして多くの信者を抱えています。

証人証人証人証人たちのたちのたちのたちの人数人数人数人数がががが少少少少ないないないない事事事事こそこそこそこそ真理真理真理真理のののの証証証証ですですですです。。。。

ノアの洪水だって救われたのは8人のみです！

また、私私私私たちはたちはたちはたちは同同同同じじじじ音信音信音信音信をををを世界中世界中世界中世界中でででで宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えいますえいますえいますえいます。。。。
中には宣教者を他国に送り込んでいる教会もあります。

しかし、同同同同じじじじ業業業業にににに一番多一番多一番多一番多くくくくのののの人間人間人間人間がががが携携携携わっているわっているわっているわっている

のはのはのは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すだけですだけですだけです。。。。

真理真理真理真理だからこそだからこそだからこそだからこそ一番大一番大一番大一番大きなきなきなきな組織組織組織組織をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。
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例え証人たちの教理が間違っていたとしても、

全全全全てのてのてのての国国国国々々々々でででで「「「「同同同同じじじじ音信音信音信音信」」」」をををを宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えているえているえているえている事事事事がががが重要重要重要重要ですですですです。。。。

プロテスタントとかも伝道している団体は色々ありますが、
同じ音信ではないので真の宗教ではありません。
同じメッセージを全ての国に宣べ伝える事が重要です。

それでいうとカトリックカトリックカトリックカトリックはははは証人証人証人証人たちよりもたちよりもたちよりもたちよりも遥遥遥遥かにかにかにかに効果的効果的効果的効果的にににに

大規模大規模大規模大規模でででで同同同同じじじじ音信音信音信音信をををを宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えてきましたえてきましたえてきましたえてきました。。。。

どのどのどのどの国国国国のののの人人人人々々々々もももも必必必必ずずずず三位一体三位一体三位一体三位一体のののの教理教理教理教理をををを信信信信じていますじていますじていますじています。。。。

同同同同じじじじ教教教教えをえをえをえを世界中世界中世界中世界中にににに浸透浸透浸透浸透させるさせるさせるさせる業業業業をををを行行行行うなんてうなんてうなんてうなんて
サタンサタンサタンサタンはははは巧巧巧巧みですみですみですみです。。。。
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証人たちは聖書を愛しています。

組織組織組織組織のののの教理教理教理教理はははは聖書聖書聖書聖書にににに忠実忠実忠実忠実なので私たちは信頼しています。

神神神神のののの言葉言葉言葉言葉はははは不変不変不変不変ですですですです。。。。従従従従ってってってって真理真理真理真理もももも不変不変不変不変ですですですです。。。。

確かに過去において組織は様々な聖書に関する
預言の解釈を変えてきました。

しかししかししかししかし教理教理教理教理はははは時時時時にににに応応応応じてじてじてじて変変変変わりますわりますわりますわります。。。。
神が必要に応じて聖書に対する理解を変えられるからです。

私たちは聖書に書かれてある事に忠実であるべきですが、
場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級ががががエホバエホバエホバエホバからからからから霊感霊感霊感霊感によってによってによってによって受受受受けたけたけたけた

出版物出版物出版物出版物のののの教義教義教義教義のののの方方方方がががが優先優先優先優先されますされますされますされます。。。。
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奴隷級は神からの霊感を受けています。

現代現代現代現代ではではではでは神神神神からのからのからのからの奇跡奇跡奇跡奇跡はははは起起起起きませんきませんきませんきませんがががが、、、、統治体統治体統治体統治体がががが
会議会議会議会議でででで共共共共にににに聖書聖書聖書聖書をををを調調調調べべべべ、、、、祈祈祈祈ることによってることによってることによってることによって真理真理真理真理がががが得得得得られますられますられますられます。。。。

しかし信者が独自に祈っても霊感を得られることはありません。

むしろ信者信者信者信者だけでだけでだけでだけで祈祈祈祈ってってってって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
背教的背教的背教的背教的なななな教教教教えにえにえにえに誤導誤導誤導誤導されてしまいますされてしまいますされてしまいますされてしまいます。。。。

そうですそうですそうですそうです、、、、私達私達私達私達のののの信条信条信条信条はははは聖書聖書聖書聖書にににに基基基基づいているのですがづいているのですがづいているのですがづいているのですが、、、、

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神神神神のののの言葉言葉言葉言葉をををを研究研究研究研究するとするとするとすると
真理真理真理真理からからからから離離離離れてしまいますれてしまいますれてしまいますれてしまいます。。。。

サタンサタンサタンサタンはははは本当本当本当本当にににに巧巧巧巧みみみみです。私達が正しいと思うことをすると
真理から反れるように仕組んできます。
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モルモンモルモンモルモンモルモン教教教教はははは自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの出版物出版物出版物出版物をををを使使使使わないとわないとわないとわないと、、、、聖書聖書聖書聖書をををを理解理解理解理解
することはできないといいますすることはできないといいますすることはできないといいますすることはできないといいます。。。。そんなのウソです！

聖書は全人類のためにかかれました。

１１１１世紀当時世紀当時世紀当時世紀当時からからからから全全全全てのてのてのての時代時代時代時代、、、、国国国国のののの人人人人にとってにとってにとってにとって

必要必要必要必要なななな事柄事柄事柄事柄をををを全全全全ててててエホバエホバエホバエホバはははは聖書聖書聖書聖書にににに記記記記されましたされましたされましたされました。。。。
ですから聖書を正しく調べれば真理は一致します。

組織組織組織組織はははは私達私達私達私達がががが聖書聖書聖書聖書をををを正正正正しくしくしくしく調調調調べられるようにべられるようにべられるようにべられるように
沢山沢山沢山沢山のののの出版物出版物出版物出版物をををを用意用意用意用意してくださいましたしてくださいましたしてくださいましたしてくださいました。。。。

ですから私達は聖書を理解するために協会の出版物を
用いるべきです。ラッセルが出てくる１９世紀までは
これらの出版物がなかったからこそ、多多多多くのくのくのくの人人人人はははは聖書聖書聖書聖書にににに
書書書書いてあるいてあるいてあるいてある事柄事柄事柄事柄ではではではでは不十分不十分不十分不十分なななな理解理解理解理解しかできませんでしたしかできませんでしたしかできませんでしたしかできませんでした。。。。

聖書聖書聖書聖書だけはだけはだけはだけは不十分不十分不十分不十分なのですなのですなのですなのです。。。。
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神の組織である以上は私たちは全ての国で伝道します。
そのために全全全全てのてのてのての国国国国でででで信条信条信条信条のののの自由自由自由自由がががが認認認認められるべきめられるべきめられるべきめられるべきです。

信仰の自由を保障してもらうためなら私達は

最高裁判所最高裁判所最高裁判所最高裁判所のののの法廷法廷法廷法廷でも戦います。

クリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンはははは信仰信仰信仰信仰のののの自由自由自由自由のためにのためにのためにのために戦戦戦戦いますいますいますいます。。。。

しかしもし私達の家族、仲間が私達と同じ信条を捨てるので
あれば、それを認めるわけにはいきません。

私私私私たちとたちとたちとたちと同同同同じじじじ信条信条信条信条をををを持持持持たないたないたないたない人間人間人間人間ははははサタンサタンサタンサタンとととと同同同同じですじですじですじです。。。。
サタンまでとはいいませんが、私達は絶対に彼らと
しゃべったり挨拶をすることはしません。

エホバエホバエホバエホバはははは信仰信仰信仰信仰のののの自由自由自由自由をををを認認認認めておられないからですめておられないからですめておられないからですめておられないからです。。。。
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勘違いしないでください。
私達はご近所や同僚の方たちの信条を尊重します。
もちろんドアをノックして信仰の押売りに近い事はしますが、

私達私達私達私達とととと他他他他のののの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をををを受受受受けけけけ入入入入れますれますれますれます。。。。

しかし私たちは自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの信条信条信条信条からからからから離離離離れたれたれたれた背教者背教者背教者背教者だけはだけはだけはだけは
許許許許すことができませんすことができませんすことができませんすことができません。。。。絶対に受け入れてはいけません！！

イエスは地上に人を裁かれるために来られたわけでは
ありません。また最終的な裁きの時はハルマゲドンの時です。

それより前に私達人間私達人間私達人間私達人間がががが他人他人他人他人をををを裁裁裁裁いてはなりませんいてはなりませんいてはなりませんいてはなりません。。。。

とはいえとはいえとはいえとはいえ背教者背教者背教者背教者はははは裁裁裁裁きがきがきがきが確定確定確定確定していますしていますしていますしています。。。。
だから私達は挨拶すらしません。無視します。

彼彼彼彼らはらはらはらはエホバエホバエホバエホバにににに滅滅滅滅ぼされるぼされるぼされるぼされる事事事事がががが決定決定決定決定しているからですしているからですしているからですしているからです。。。。
私ではなく聖書がそういっています！！！
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エホバの愛は素晴らしいです。

エホバエホバエホバエホバのののの愛愛愛愛はははは無条件無条件無条件無条件ですですですです。。。。
聖句にもあります。

「「「「良良良良いいいい事事事事をするとをするとをするとをすると祝福祝福祝福祝福はははは1,000代代代代までまでまでまで、、、、

悪悪悪悪いことをするといことをするといことをするといことをすると呪呪呪呪いはいはいはいは３３３３代代代代までまでまでまで」」」」ですですですです。。。。

そうですそうですそうですそうです、、、、呪呪呪呪いはいはいはいはたったのたったのたったのたったの３３３３代代代代まですまですまですまです！！！！！！！！

エホバエホバエホバエホバのののの愛愛愛愛にににに条件条件条件条件はありませんはありませんはありませんはありません。。。。

エホバエホバエホバエホバのののの組織組織組織組織にににに属属属属してさえいればしてさえいればしてさえいればしてさえいれば
エホバからの愛が沢山あります！！！

しかし統治体と出版物を受け入れないのであれば

条件条件条件条件をををを満満満満たしていないのでたしていないのでたしていないのでたしていないのでエホバからの愛はありません。

あのマザーテレサでさえ不義の復活だと思います。
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そうです、エホバの証人はエホバからの祝福により

「義の復活」があります。

ソロモンソロモンソロモンソロモンなどのようになどのようになどのようになどのように不道徳不道徳不道徳不道徳でででで背教背教背教背教したしたしたした者者者者はははは

「「「「不義不義不義不義のののの復活復活復活復活」」」」しかありませんしかありませんしかありませんしかありません。。。。

もっともソロモン程不道徳でなくても、今の世の人たちは
不義の復活すらありません。ハルマゲドンでの滅びのみです。
（エホバのみ業は偉大ですから私たちには理解できない事も沢山あります。）

もちろんもちろんもちろんもちろん同同同同じじじじ楽園楽園楽園楽園にににに入入入入るのであればるのであればるのであればるのであれば「「「「不義不義不義不義のののの復活復活復活復活」」」」でででで
入入入入るよりはるよりはるよりはるよりは「「「「義義義義のののの復活復活復活復活」」」」でででで入入入入ったったったった方方方方がいいですがいいですがいいですがいいです。。。。

とはいえいずれはとはいえいずれはとはいえいずれはとはいえいずれは皆皆皆皆、、、、平等平等平等平等にににに千年後千年後千年後千年後にににに第二第二第二第二のののの裁裁裁裁きできできできで
砂粒砂粒砂粒砂粒のようにのようにのようにのように多多多多くのくのくのくの人人人人がががが脱落脱落脱落脱落しますがしますがしますがしますが…。。。。

しかしこれもエホバの愛ある取り決めです。
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現代現代現代現代のののの証人証人証人証人たちたちたちたちはハルマゲドンを生きて通過します。
そして私たちは「「「「命命命命のののの巻物巻物巻物巻物」」」」をををを生産生産生産生産するするするする工場工場工場工場でででで労働労働労働労働をををを続続続続けますけますけますけます。。。。
さらに毎日、不義の復活者に対する伝道伝道伝道伝道でででで忙忙忙忙しいですしいですしいですしいです。。。。
そして少数ながら選べられた私達は新人類を代表として、
生き残った同同同同じじじじ配偶者配偶者配偶者配偶者とととと共共共共にににに一生懸命に子供をつくります。
もちろん時々時間があれば、動物をなでる事もできます。

一方、不義不義不義不義のののの復活復活復活復活の者たちは、み使いのように結婚は
できないし子供もできません。どうせ不義な者たちなので、

避妊避妊避妊避妊なしでやりたいなしでやりたいなしでやりたいなしでやりたい放題放題放題放題にににに乱交乱交乱交乱交をするとをするとをするとをすると思思思思いますいますいますいます。。。。
さらに彼らは伝道活動もしないでしょう。
寿命寿命寿命寿命もももも最低最低最低最低1,000歳歳歳歳まではまではまではまでは保証保証保証保証されるのでされるのでされるのでされるので、、、、遊遊遊遊びたいびたいびたいびたい放題放題放題放題ですですですです。。。。

しかし私たちは最後の裁きで彼らが裁かれるのを期待できます。
エホバは公正だからです。（そうでないとやってられないです。）
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とにかく、真兄弟がなんと言おうとこれだけは言えます。

証人たちは世の中で一番幸せな人々です。
私私私私たちはたちはたちはたちは真理真理真理真理をををを知知知知っているのでいつもっているのでいつもっているのでいつもっているのでいつも幸幸幸幸せですせですせですせです。。。。

会衆の半分はうつうつうつうつ病病病病やややや慢性疲労症候群慢性疲労症候群慢性疲労症候群慢性疲労症候群を煩っていますが、
そんな事は気にしないでください。もっと奉仕に出て
個人研究をすれば改善されます。

家族家族家族家族がががが崩壊崩壊崩壊崩壊していて、子供子供子供子供がががが引引引引きこもりきこもりきこもりきこもりで心配していません。
未信者の夫夫夫夫とととと家庭内別居状態家庭内別居状態家庭内別居状態家庭内別居状態でも大丈夫です。

大会大会大会大会のののの経験談経験談経験談経験談はははは「「「「不幸比不幸比不幸比不幸比べべべべ」」」」大会大会大会大会にににに近近近近いですいですいですいです。。。。

しかし真理ゆえにどんなに苦労が多くても、

私達私達私達私達はははは奉仕奉仕奉仕奉仕にににに出出出出ていればていればていればていれば
世俗世俗世俗世俗のののの問題問題問題問題をををを忘忘忘忘れるれるれるれる事事事事ができるのですができるのですができるのですができるのです！！！！！！！！
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私達私達私達私達はははは背教者背教者背教者背教者のののの言言言言うことにはうことにはうことにはうことには一切耳一切耳一切耳一切耳をををを傾傾傾傾けませんけませんけませんけません。。。。
私達私達私達私達のののの信条信条信条信条とはとはとはとは違違違違うううう事事事事をををを勧勧勧勧めるからですめるからですめるからですめるからです。。。。

しかししかししかししかし私達私達私達私達はははは区域区域区域区域をををを回回回回りりりり、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの信条信条信条信条とはとはとはとは違違違違うううう事事事事をををを勧勧勧勧めますめますめますめます。。。。
彼らにとっては背教行為を促しているようなものですが、
それでいいのです。彼彼彼彼らはらはらはらはサタンサタンサタンサタンにににに惑惑惑惑わされていますわされていますわされていますわされています。。。。

私私私私たちのたちのたちのたちの雑誌雑誌雑誌雑誌はははは読読読読ませますがませますがませますがませますが、、、、私達私達私達私達はははは彼彼彼彼らのらのらのらの本本本本をををを読読読読むむむむ
気気気気はははは全全全全くないですくないですくないですくないです。。。。なぜなら私たちこそが真理だからです！

私はエホバの証人の一人としてひきつづき
この幸せな音信を全ての人に宣べ伝えていきたいです！
例例例例ええええ訪問拒否訪問拒否訪問拒否訪問拒否されてもされてもされてもされても、一年後には必ず行きます！
エホバの業は素晴らしいです！！

アーメン！　熱心　学
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付録付録付録付録

幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園にもにもにもにも分分分分かるかるかるかる

『『『『エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人のののの意識図解意識図解意識図解意識図解』』』』
バージョン3.0

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世界観世界観世界観世界観をををを
分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく図図図図でででで説明説明説明説明！！！！
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エホバの証人
（（（（エホバエホバエホバエホバにににに守守守守られているられているられているられている選民選民選民選民））））

世世世世のののの人人人人
（（（（サタンサタンサタンサタンのののの影響下影響下影響下影響下にあるにあるにあるにある人人人人々）々）々）々）

■■■■エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人のののの世界観世界観世界観世界観

上上上上もももも下下下下もももも右右右右もももも左左左左ももももサタンサタンサタンサタンだらけだらけだらけだらけ！！！！！！！！
全全全全てはてはてはては白黒白黒白黒白黒にににに分分分分けられたけられたけられたけられた世界世界世界世界。。。。
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■■■■エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人からみたからみたからみたからみたハイアーキーハイアーキーハイアーキーハイアーキー

宇宙宇宙宇宙宇宙ハイアーキーハイアーキーハイアーキーハイアーキー

エホバエホバエホバエホバ
イエスイエスイエスイエス
みみみみ使使使使いいいい

男男男男
女女女女
子供子供子供子供

家畜家畜家畜家畜

神権神権神権神権ハイアーキーハイアーキーハイアーキーハイアーキー

エホバエホバエホバエホバ
イエスイエスイエスイエス
みみみみ使使使使いいいい

統治体統治体統治体統治体
兄弟兄弟兄弟兄弟
姉妹姉妹姉妹姉妹

世世世世のののの人人人人々々々々

宇宙人宇宙人宇宙人宇宙人

宇宙主権論争論宇宙主権論争論宇宙主権論争論宇宙主権論争論をををを
乱乱乱乱すのですのですのですので絶対絶対絶対絶対にににに
存在存在存在存在してはならないしてはならないしてはならないしてはならない。。。。
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エホバの証人

未信者未信者未信者未信者のののの家族家族家族家族

いっしょにいっしょにいっしょにいっしょに生活生活生活生活ははははOK。。。。
家族の連帯責任で
助かるかもしれない人々。

同僚同僚同僚同僚

親戚親戚親戚親戚

友人友人友人友人

証言証言証言証言をををを
聞聞聞聞いてくれるいてくれるいてくれるいてくれる人人人人

おおおお茶茶茶茶かかかか食事程度食事程度食事程度食事程度ははははOK。。。。

それそれそれそれ以上以上以上以上のののの交交交交わりはわりはわりはわりは危険危険危険危険！！！！
研究、雑誌を受け取ってくれる
人なら羊さんの希望あり。

世世世世のののの人人人人

他人他人他人他人
○ △

×

■■■■エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人のののの交友関係交友関係交友関係交友関係

最小限最小限最小限最小限のののの接点接点接点接点。。。。
共共共共にににに食事食事食事食事もももも危険危険危険危険のののの可能性可能性可能性可能性ありありありあり。。。。
飲飲飲飲みみみみ会会会会はははは避避避避けたいところけたいところけたいところけたいところ。。。。
デートデートデートデート、、、、パーティーパーティーパーティーパーティーはははは論外論外論外論外。。。。
個人的な接点は証言のみ。
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カトリック
サタンの欺瞞の象徴。偶像崇拝と
戦争と幼児虐待しかしていないだろ！

プロテスタント
組織とラッセルの根源がなんであれ、
私たちはここの一派の一つでは断じてナイ！

ユダヤ教
イエスによって直接捨てられている宗教
なので論外。どうせパリサイだろ？

仏教・神道
悪い宗教ではないが、みんなどうせ
考えてないで習慣でやっているだけ。

あやしい系
オウムや真光のようなカルトを指す。
直接サタンと繋がっているっぽい。

創価学会
伝道でも以前は肩を張り合ったが
今となっては敵ではない。

モルモン
伝道といいながら彼らは
英語をエサに勧誘するだけ。

イスラム教
良く分からないけどフセインの宗教？
昔、ユダヤ教を真似た偽宗教の一派？

エホバの証人
（（（（真真真真のののの宗教宗教宗教宗教））））

大大大大いなるいなるいなるいなるバビロンバビロンバビロンバビロン
（（（（サタンサタンサタンサタンにににに惑惑惑惑わされているわされているわされているわされている宗教宗教宗教宗教））））

■■■■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宗教観宗教観宗教観宗教観

比較比較比較比較されるのでされるのでされるのでされるので

ウザッウザッウザッウザッ！！！！

どの宗教にも属しません。
だってただ一つの真の宗教だから。
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エホバの証人

未信者未信者未信者未信者のののの家族家族家族家族

証言証言証言証言をををを
聞聞聞聞いてくれるいてくれるいてくれるいてくれる人人人人

救救救救われるわれるわれるわれる人人人人

○ △ ×

■■■■ハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンでででで誰誰誰誰がががが救救救救われるのかわれるのかわれるのかわれるのか

ラッキーラッキーラッキーラッキーであればであればであればであれば
救救救救われるかもわれるかもわれるかもわれるかも

世世世世のののの人人人人

（（（（証言証言証言証言をををを受受受受けたけたけたけた事事事事ががががあるあるあるある））））

？

ハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドン前前前前にににに死死死死んだんだんだんだ人人人人々々々々

世世世世のののの人人人人

（（（（証言証言証言証言をををを受受受受けたけたけたけた事事事事ががががないないないない））））

義義義義のののの復活復活復活復活 不義不義不義不義のののの復活復活復活復活 永遠永遠永遠永遠のののの不滅不滅不滅不滅 不義不義不義不義のののの復活復活復活復活

滅滅滅滅ぼされるぼされるぼされるぼされる人人人人
ごごごご意思意思意思意思であればであればであればであれば
救救救救われるかもわれるかもわれるかもわれるかも

○ ○ × ○

現在生現在生現在生現在生きているきているきているきている人人人人々々々々
証人たちが今すぐ伝道をやめれば
楽園にいける可能性が高い人達。
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熱心熱心熱心熱心ななななJW

■■■■誰誰誰誰ががががサタンサタンサタンサタンなのかなのかなのかなのか

エホバエホバエホバエホバのののの側側側側

○ △ ×
サタンサタンサタンサタンにににに惑惑惑惑わされているわされているわされているわされている

OR　　　　霊的霊的霊的霊的なななな弱弱弱弱ささささ
サタンサタンサタンサタンのののの側側側側

不活発不活発不活発不活発

排斥排斥排斥排斥

未信者未信者未信者未信者
迫害迫害迫害迫害するするするする人人人人

協力的協力的協力的協力的なななな人人人人

頑固頑固頑固頑固なななな人人人人

背教者背教者背教者背教者

他他他他のののの宗教宗教宗教宗教のののの信者信者信者信者

うつうつうつうつ病病病病・・・・燃燃燃燃ええええ尽尽尽尽きききき
不道徳不道徳不道徳不道徳・・・・タバコタバコタバコタバコをををを

告白告白告白告白してないしてないしてないしてない自然消滅自然消滅自然消滅自然消滅

不道徳不道徳不道徳不道徳・・・・タバコタバコタバコタバコをををを
隠隠隠隠しているしているしているしている人人人人

批判的批判的批判的批判的なななな人人人人

挨拶挨拶挨拶挨拶すらしてはならないすらしてはならないすらしてはならないすらしてはならない！！！！挨拶挨拶挨拶挨拶すらしてはならないすらしてはならないすらしてはならないすらしてはならない！！！！

活発活発活発活発

研究生研究生研究生研究生

背教背教背教背教的的的的なななな人人人人

不道徳不道徳不道徳不道徳・・・・タバコタバコタバコタバコをををを
告白告白告白告白したしたしたした人人人人

挨拶挨拶挨拶挨拶していいしていいしていいしていい。。。。どうどうどうどう違違違違うのうのうのうの…？？？？

罪罪罪罪をををを告白告白告白告白したしたしたした人人人人がががが損損損損するするするする仕組仕組仕組仕組みみみみ
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■■■■絶対絶対絶対絶対にににに許許許許せないせないせないせない奴奴奴奴はははは誰誰誰誰だだだだ

×××

元信者元信者元信者元信者でででで
違違違違うううう信条信条信条信条

バビロンバビロンバビロンバビロンにににに戻戻戻戻るとはるとはるとはるとは
フザケルフザケルフザケルフザケルなななな！！！！サタンサタンサタンサタン！！！！
裏切裏切裏切裏切りりりり者者者者！！！！

らいらいらいらい病人病人病人病人とととと同同同同じようにじようにじようにじように近近近近づくなづくなづくなづくな！！！！

△他他他他のののの信条信条信条信条のののの
人人人人々々々々

元信者元信者元信者元信者でででで
特別特別特別特別なななな信条信条信条信条無無無無しししし

タテマエタテマエタテマエタテマエ：：：：
違違違違うううう宗教宗教宗教宗教もももも尊重尊重尊重尊重してやるしてやるしてやるしてやる。。。。
でもでもでもでもエホバエホバエホバエホバがががが裁裁裁裁くくくく。。。。

排斥者含排斥者含排斥者含排斥者含むむむむ。。。。
励励励励ましがましがましがましが必要必要必要必要なななな
かわいそうなかわいそうなかわいそうなかわいそうな迷子迷子迷子迷子。。。。

用心用心用心用心しながらしながらしながらしながら接触接触接触接触

エホバの証人

愛情愛情愛情愛情をををを持持持持ってってってって適度適度適度適度にににに △
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■■■■証人証人証人証人たちがたちがたちがたちが利用利用利用利用してもよいしてもよいしてもよいしてもよい資料資料資料資料

世世世世のののの人人人人にににに対対対対するするするする主張主張主張主張：：：：
クリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャンはははは自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの信仰信仰信仰信仰をををを確証確証確証確証するためにするためにするためにするために

あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる資料資料資料資料からからからから調調調調べるべきべるべきべるべきべるべきであるであるであるである。。。。

でもでもでもでも背教者背教者背教者背教者のののの本本本本ははははアウトアウトアウトアウトですですですです。。。。

他他他他のののの教会教会教会教会のののの書籍書籍書籍書籍はははは信頼信頼信頼信頼できませんできませんできませんできません。。。。
他他他他のののの聖書訳聖書訳聖書訳聖書訳もももも含含含含みますみますみますみます。。。。

一般一般一般一般のののの世世世世のののの人人人人のののの本本本本のののの内容内容内容内容はははは
信頼信頼信頼信頼にににに値値値値しませんしませんしませんしません。。。。

歴史歴史歴史歴史、、、、考古学考古学考古学考古学にににに関関関関してしてしてして
個人個人個人個人のののの研究研究研究研究はははは必要必要必要必要ありませんありませんありませんありません。。。。

最初最初最初最初からからからから組織組織組織組織のののの出版物出版物出版物出版物だけだけだけだけ使使使使ええええ！！！！
（（（（最後最後最後最後までもねまでもねまでもねまでもね））））

×
×

×

×
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■■■■証人証人証人証人たちのたちのたちのたちの巧巧巧巧みなみなみなみな言葉遊言葉遊言葉遊言葉遊びびびび

建前建前建前建前：：：：

聖書聖書聖書聖書にににに書書書書いてあることのみをいてあることのみをいてあることのみをいてあることのみを信信信信じていますじていますじていますじています。。。。

でも聖書に文字通り書いていない教理に関して
質問をされた時には、これらの言葉でかわします…

①①①①　　　　…というというというという意味意味意味意味であるであるであるである。。。。
②②②②　　　　…のようだのようだのようだのようだというというというという意味意味意味意味であるであるであるである。。。。
③③③③　　　　…にはにはにはには二重二重二重二重のののの意味意味意味意味があるがあるがあるがある。。。。
④④④④　　　　…とととと協会協会協会協会はいっているはいっているはいっているはいっている。。。。

⑤⑤⑤⑤　　　　それはそれはそれはそれは神神神神のごのごのごのご意思意思意思意思のののの時時時時にににに明明明明らかにされるらかにされるらかにされるらかにされる。。。。
⑥⑥⑥⑥　　　　それはそれはそれはそれは楽園楽園楽園楽園にいかないとにいかないとにいかないとにいかないと分分分分からないからないからないからない。。。。
⑦⑦⑦⑦　　　　そういうそういうそういうそういう疑問疑問疑問疑問ははははサタンサタンサタンサタンだからだからだからだから気気気気をつけようをつけようをつけようをつけよう。。。。
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■■■■どっちにどっちにどっちにどっちに転転転転んでもんでもんでもんでも真理真理真理真理

迫害迫害迫害迫害 賛同賛同賛同賛同

世世世世のののの人人人人がががが
誉誉誉誉めてくれるからめてくれるからめてくれるからめてくれるから
やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり真理真理真理真理だだだだ！！！！

世世世世のののの人人人人がががが
反対反対反対反対するからするからするからするから
やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり真理真理真理真理だだだだ！！！！

減少減少減少減少 増加増加増加増加

真理真理真理真理だからだからだからだから
エホバエホバエホバエホバがががが

祝福祝福祝福祝福しているしているしているしている！！！！

真理真理真理真理だからだからだからだから
サタンサタンサタンサタンがががが

邪魔邪魔邪魔邪魔しているしているしているしている！！！！

世世世世のののの人人人人のののの反応反応反応反応

信者数信者数信者数信者数
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■■■■どっちにどっちにどっちにどっちに転転転転んでもんでもんでもんでも世世世世のののの終終終終わりわりわりわり

戦争戦争戦争戦争 平和平和平和平和

つかのつかのつかのつかの間間間間のののの
平和平和平和平和だからだからだからだから
大艱難大艱難大艱難大艱難はははは近近近近いいいい。。。。

戦争戦争戦争戦争だからだからだからだから
大艱難大艱難大艱難大艱難はははは近近近近いいいい。。。。

減少減少減少減少 増加増加増加増加

終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時
だからだからだからだから

収穫収穫収穫収穫のののの時時時時だだだだ。。。。

終終終終わりのわりのわりのわりの時時時時
だからだからだからだから

困難困難困難困難のののの時時時時だだだだ。。。。

世界情勢世界情勢世界情勢世界情勢

バプテスマバプテスマバプテスマバプテスマのののの数数数数
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■■■■どっちにどっちにどっちにどっちに転転転転んでもんでもんでもんでも奉仕奉仕奉仕奉仕

多多多多いいいい 少少少少ないないないない

奉仕奉仕奉仕奉仕にににに出出出出てててて
感謝感謝感謝感謝しようしようしようしよう。。。。

奉仕奉仕奉仕奉仕にににに出出出出てててて
忘忘忘忘れようれようれようれよう。。。。

少少少少ないないないない 多多多多いいいい

さらにさらにさらにさらに
捧捧捧捧げようげようげようげよう。。。。

最大限最大限最大限最大限をををを
捧捧捧捧げようげようげようげよう。。。。

個人的個人的個人的個人的にににに諸問題諸問題諸問題諸問題がががが…

奉仕時間奉仕時間奉仕時間奉仕時間がががが…
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■■■■どっちにどっちにどっちにどっちに転転転転んでもんでもんでもんでも奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級

外外外外れるれるれるれる 当当当当たるたるたるたる

奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級なのでなのでなのでなので
エホバエホバエホバエホバがががが導導導導いていていていて
おられるおられるおられるおられる。。。。

奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級なのでなのでなのでなので
エホバエホバエホバエホバがががが導導導導いていていていて
くださるくださるくださるくださる。。。。

書書書書いてないいてないいてないいてない 書書書書いてあるいてあるいてあるいてある

奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級ならではならではならではならでは
のののの理解力理解力理解力理解力！！！！

奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級ならではならではならではならでは
のののの解釈力解釈力解釈力解釈力！！！！

預言預言預言預言のののの解釈解釈解釈解釈

聖句聖句聖句聖句でこのでこのでこのでこの教理教理教理教理はははは
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■■■■どっちにどっちにどっちにどっちに転転転転んでもんでもんでもんでもサタンサタンサタンサタンのののの罠罠罠罠

霊的霊的霊的霊的でないでないでないでない 義義義義にににに過過過過ぎるぎるぎるぎる

義義義義にににに過過過過ぎるとぎるとぎるとぎると
サタンサタンサタンサタンのののの罠罠罠罠。。。。

義義義義をををを求求求求めないのめないのめないのめないの
ははははサタンサタンサタンサタンのののの罠罠罠罠。。。。

行状行状行状行状

ニートニートニートニート 全時間全時間全時間全時間

全時間全時間全時間全時間のののの仕事仕事仕事仕事もももも
サタンサタンサタンサタンのののの罠罠罠罠。。。。

経済的圧迫経済的圧迫経済的圧迫経済的圧迫はははは
サタンサタンサタンサタンのののの罠罠罠罠。。。。

仕事仕事仕事仕事
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■■■■どっちにどっちにどっちにどっちに転転転転んでもんでもんでもんでもサタンサタンサタンサタン

違違違違うううう 近近近近いいいい

サタンサタンサタンサタンだからだからだからだから
真似真似真似真似をするをするをするをする。。。。

サタンサタンサタンサタンだからだからだからだから
偽偽偽偽りばかりだりばかりだりばかりだりばかりだ。。。。

他他他他のののの教団教団教団教団ととととＪＷＪＷＪＷＪＷのののの教理教理教理教理がががが…

聞聞聞聞かないかないかないかない 聞聞聞聞くくくく

でもでもでもでも行動行動行動行動しないしないしないしない
からからからから山羊山羊山羊山羊だだだだ。。。。

関心関心関心関心がないがないがないがない
からからからから山羊山羊山羊山羊だだだだ。。。。

証言証言証言証言をををを…
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■■■■どこまでがどこまでがどこまでがどこまでが良心良心良心良心のののの決定決定決定決定なのかなのかなのかなのか

絶対絶対絶対絶対にににに守守守守れれれれ 良心良心良心良心のののの決定決定決定決定
（（（（個人個人個人個人のののの決定決定決定決定））））

組織組織組織組織はははは断定断定断定断定してないしてないしてないしてない
（（（（特定特定特定特定のののの信者信者信者信者のののの暴走暴走暴走暴走））））

●●●●輸血禁止輸血禁止輸血禁止輸血禁止。。。。

●●●●部分的部分的部分的部分的なななな輸血輸血輸血輸血。。。。

●●●●大人数大人数大人数大人数ののののパーティーパーティーパーティーパーティー。。。。

●●●●乾杯乾杯乾杯乾杯、、、、誕生日禁止誕生日禁止誕生日禁止誕生日禁止。。。。

●●●●結婚記念日結婚記念日結婚記念日結婚記念日。。。。

●●●●夫婦間夫婦間夫婦間夫婦間セックスセックスセックスセックスのののの体位体位体位体位。。。。

●●●●マスターベーションマスターベーションマスターベーションマスターベーション禁止禁止禁止禁止。。。。

●●●●1975年年年年ののののハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドン説説説説。。。。

●●●●1914年年年年からからからから「「「「１１１１世代世代世代世代」」」」解釈解釈解釈解釈。。。。

●●●●宗教宗教宗教宗教のののの選択選択選択選択。。。。

これらはこれらはこれらはこれらは組織組織組織組織のののの出版物出版物出版物出版物にににに
載載載載っているからっているからっているからっているから守守守守れれれれ。。。。
しかししかししかししかし…

未信者にはそういっている。
しかし仲間になったら、宗教を
変える奴はサタンである。

現在の教理が
変わったら
あなたは後に
出版物で、
個人的に
思い違いをして
いたと宣言される。

一昔前までは正常位のみ。
今でも快感に走ってはダメよ。

やるぐらいなら
手をもぎとりなさい。

会衆によっては10名が

良心の範囲のマックス。
男女混合はアウトの場合も。

どっちやねん！？
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■■■■エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人でででで子供子供子供子供をををを育育育育てるてるてるてるメリットメリットメリットメリット

メリットメリットメリットメリット デメリットデメリットデメリットデメリット

子供子供子供子供にににに道徳道徳道徳道徳をををを教教教教えられるえられるえられるえられる。。。。
とてもとてもとてもとても良良良良いいいい価値観価値観価値観価値観であるであるであるである。。。。

信者以外信者以外信者以外信者以外のののの子供子供子供子供たちをたちをたちをたちを
世世世世のののの人人人人としてとしてとしてとして裁裁裁裁くかくかくかくか見下見下見下見下すすすす。。。。
（クリスマスや誕生日をやってる
人達はサタンに騙されている。）

子供子供子供子供にににに集会集会集会集会・・・・研究研究研究研究をををを通通通通じてじてじてじて
勤勉勤勉勤勉勤勉さをさをさをさを教教教教えられるえられるえられるえられる。。。。
マジメマジメマジメマジメにににに勉強勉強勉強勉強もするもするもするもする。。。。

良良良良いいいい成績成績成績成績をとってもをとってもをとってもをとっても
大学大学大学大学にににに行行行行くとくとくとくと王国第一王国第一王国第一王国第一でででで
ないといわれるないといわれるないといわれるないといわれる。。。。

伝道伝道伝道伝道をををを通通通通じてじてじてじて救救救救いのいのいのいの業業業業にににに
携携携携わることができるわることができるわることができるわることができる。。。。
一番一番一番一番のののの社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献であるであるであるである。。。。

大抵大抵大抵大抵パートパートパートパートなのでなのでなのでなので、、、、大量大量大量大量にににに
フリーターフリーターフリーターフリーターととととニートニートニートニートをををを生産生産生産生産。。。。
社会貢献になっていない。
年金と保健払わない。

ジレンマジレンマジレンマジレンマ

ジレンマジレンマジレンマジレンマ

ジレンマジレンマジレンマジレンマ

自分自分自分自分なりのなりのなりのなりの堅堅堅堅いいいい信仰信仰信仰信仰をををを持持持持ちちちち
しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと宣言宣言宣言宣言するするするする姿姿姿姿はははは
人人人人としてとしてとしてとして美美美美しいしいしいしい。。。。
世の人は信条すらないではないか。

あくまでもあくまでもあくまでもあくまでもエホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人のののの
信条信条信条信条であることがであることがであることがであることが前提前提前提前提。。。。
それ以外の信条の表明は
サタンである。お母さん泣くわよ！

ジレンマジレンマジレンマジレンマ
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■■■■エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人のののの一員一員一員一員であるであるであるであるメリットメリットメリットメリット

メリットメリットメリットメリット デメリットデメリットデメリットデメリット

世界中世界中世界中世界中にににに仲間仲間仲間仲間がいるのでがいるのでがいるのでがいるので
どこにでもどこにでもどこにでもどこにでも泊泊泊泊まれるまれるまれるまれる
仲間仲間仲間仲間がいるがいるがいるがいる。。。。

たんにたんにたんにたんに厚厚厚厚かましいかましいかましいかましい来客来客来客来客がががが
多多多多いのはこのせいだろうかいのはこのせいだろうかいのはこのせいだろうかいのはこのせいだろうか…

どこにどこにどこにどこに引引引引っっっっ越越越越してもしてもしてもしても友人友人友人友人がががが
できるできるできるできる。。。。社交界社交界社交界社交界のようなもののようなもののようなもののようなもの。。。。

証人以外証人以外証人以外証人以外のののの人人人人とととと社交社交社交社交するとするとするとすると
サタンサタンサタンサタンのののの罠罠罠罠といわれるといわれるといわれるといわれる。。。。

組織組織組織組織がやるべきことをがやるべきことをがやるべきことをがやるべきことを
命令命令命令命令してくれるのでしてくれるのでしてくれるのでしてくれるので楽楽楽楽であるであるであるである。。。。
指示がなければ今頃毎日テレビ
ばかりの人生かもな…。

集会集会集会集会、、、、伝道伝道伝道伝道、、、、予習以外予習以外予習以外予習以外のののの
活動活動活動活動をするとをするとをするとをすると王国第一王国第一王国第一王国第一でないでないでないでない
とととと注意注意注意注意されるされるされるされる。。。。

ジレンマジレンマジレンマジレンマ

ジレンマジレンマジレンマジレンマ

ジレンマジレンマジレンマジレンマ

組織組織組織組織にににに属属属属しているとしているとしているとしていると
色色色色々々々々なななな特権特権特権特権があるのでがあるのでがあるのでがあるので
自尊心自尊心自尊心自尊心をををを満満満満たしてくれるたしてくれるたしてくれるたしてくれる。。。。

組織組織組織組織のののの外外外外のののの人人人人々々々々からはからはからはからは
全全全全くくくく評価評価評価評価されないされないされないされない。。。。でもでもでもでも
世世世世のののの人人人人のののの評価評価評価評価なんてねなんてねなんてねなんてね…。。。。

ジレンマジレンマジレンマジレンマ
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■■■■霊的存在霊的存在霊的存在霊的存在のののの役割分担役割分担役割分担役割分担

エホバエホバエホバエホバ

イエスイエスイエスイエス

みみみみ使使使使いいいい

サタンサタンサタンサタンとととと悪霊悪霊悪霊悪霊

宇宙支配宇宙支配宇宙支配宇宙支配。。。。ただしただしただしただし多多多多くのくのくのくの領域領域領域領域ででででサタンサタンサタンサタンにににに邪魔邪魔邪魔邪魔をされているをされているをされているをされている。。。。
宇宙主権宇宙主権宇宙主権宇宙主権はははは人類人類人類人類がががが答答答答えをえをえをえを出出出出すまですまですまですまで保留中保留中保留中保留中。。。。聖霊聖霊聖霊聖霊をををを使使使使うううう。。。。
全全全全てのてのてのての創造者創造者創造者創造者だがだがだがだが今今今今はははは休憩中休憩中休憩中休憩中。。。。神神神神のののの民民民民をををを導導導導びいておられるがびいておられるがびいておられるがびいておられるが
現場監督現場監督現場監督現場監督ははははイエスイエスイエスイエスであるであるであるである。。。。証人証人証人証人たちのみへのたちのみへのたちのみへのたちのみへの祝福祝福祝福祝福をををを行行行行うううう。。。。

天天天天のののの王国王国王国王国をををを一時的一時的一時的一時的にににに預預預預かるかるかるかる。。。。天天天天のののの掃除掃除掃除掃除をををを1914年年年年にににに終終終終えたえたえたえた

のでのでのでので今今今今はははは天的級天的級天的級天的級とのとのとのとの結婚式結婚式結婚式結婚式でででで忙忙忙忙しいしいしいしい。。。。みみみみ使使使使いのいのいのいの頭頭頭頭であるとであるとであるとであると
共共共共にににに地上組織地上組織地上組織地上組織のののの頭頭頭頭でもあるがでもあるがでもあるがでもあるが、、、、イエスイエスイエスイエスのののの名名名名においてにおいてにおいてにおいて長老長老長老長老たちたちたちたち
がががが任命任命任命任命されることはないされることはないされることはないされることはない（（（（汗汗汗汗）。）。）。）。たったたったたったたった一一一一つのつのつのつの組織組織組織組織のみのみのみのみ運営運営運営運営。。。。

伝道伝道伝道伝道のおのおのおのお手伝手伝手伝手伝いいいい。。。。四方四方四方四方のののの風風風風のせきとめるのせきとめるのせきとめるのせきとめる係係係係りりりり。。。。
今今今今はははは「「「「命命命命のののの木木木木」」」」ののののガードガードガードガード係係係係はははは免除免除免除免除。。。。
1914年年年年にににに悪霊悪霊悪霊悪霊たちとたちとたちとたちと戦戦戦戦いいいい地上地上地上地上にににに落落落落としたがとしたがとしたがとしたが、、、、
なぜかなぜかなぜかなぜか今今今今でもでもでもでも地球上地球上地球上地球上でででで常常常常にににに戦戦戦戦わないといけないわないといけないわないといけないわないといけないハメハメハメハメにににに…

多分多分多分多分、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙のののの中中中中でででで一番忙一番忙一番忙一番忙しくてしくてしくてしくて活躍活躍活躍活躍しているのはこのしているのはこのしているのはこのしているのはこの方方方方たちたちたちたち。。。。
人類人類人類人類のののの99.9%以上以上以上以上をををを惑惑惑惑わしているわしているわしているわしている。。。。無数無数無数無数のののの宗教団体宗教団体宗教団体宗教団体をををを運営運営運営運営。。。。

証人証人証人証人たちをもあのたちをもあのたちをもあのたちをもあの手手手手このこのこのこの手手手手をををを使使使使ってってってって誘惑誘惑誘惑誘惑・・・・妨害活動妨害活動妨害活動妨害活動にににに専念専念専念専念。。。。
世世世世のののの人人人人たちをたちをたちをたちを富富富富ませたりませたりませたりませたり女女女女をあてがうのもをあてがうのもをあてがうのもをあてがうのも彼彼彼彼らのらのらのらの仕事仕事仕事仕事。。。。



47

■■■■エホバエホバエホバエホバからのからのからのからの恵恵恵恵みはみはみはみは誰誰誰誰のもとへのもとへのもとへのもとへ？？？？

活発活発活発活発ななななJW 世世世世のののの人人人人々々々々

●●●●天天天天からのからのからのからの雨雨雨雨とととと太陽太陽太陽太陽
●●●●エホバエホバエホバエホバのごのごのごのご意志意志意志意志
　　⇒奉仕や特権など
　　⇒パートナー相手
　　⇒パートの仕事
　　　（全時間の仕事はサタンの誘惑）

●●●●エホバエホバエホバエホバからのからのからのからの祝福祝福祝福祝福
　　⇒仲間との交わり
　　⇒仲間・世の人からの賞賛
　　⇒仲間・末信者からの施し
　　⇒三度のご飯
　　　（末信者の夫の働きよりエホバに感謝）

●●●●エホバエホバエホバエホバからのからのからのからの聖霊聖霊聖霊聖霊
　　⇒組織の出版物
　　⇒組織のプログラム

●●●●天天天天からのからのからのからの雨雨雨雨とととと太陽太陽太陽太陽
●●●●エホバエホバエホバエホバからのからのからのからの導導導導きききき
　　⇒証言を聞くチャンス

これだけのこれだけのこれだけのこれだけの
祝福祝福祝福祝福のののの差差差差！！！！
世世世世のののの人人人人はははは
かわいそうかわいそうかわいそうかわいそう。。。。
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■■■■エホバエホバエホバエホバからからからから？？？？サタンサタンサタンサタンからからからから？？？？

●奉仕時間が増えた。

●特権が増えた。

●仕事の収入が増えた。

●仕事の残業が増えた。

●霊的仲間が増えた。

●世の友達が増えた。

●交わりの機会が多くなった。

●うつ病・慢性疲労症候群。

●親のつきっきり看病。

●事故にあった。

●姉妹から告白された。

●世の女性から告白された。

●iPODをもらった。

おおおお題目題目題目題目 エホバエホバエホバエホバからのからのからのからの祝福祝福祝福祝福 サタンサタンサタンサタンのののの仕業仕業仕業仕業

奉仕時間が減るので
あれば誘惑である。

仕事量が増え
なければの話

良い交わりでも個人研究の時間が
減るのであれば問題。誘惑かも。

奉仕時間、集会出席率が
下がればサタンの可能性
は大。あるいはたんに
世の終わりのせいかも。

ついに二人で
必要の地へ？？

賛美の歌以外を入れるので
あれば誘惑になりますよ。

証言して改宗させて
結婚できればラッキー？？
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■■■■気気気気になるになるになるになる世界情勢世界情勢世界情勢世界情勢

気気気気にならないにならないにならないにならないニュースニュースニュースニュース：：：：
●戦争、地震、飢饉、病気、犯罪の増加。
●環境汚染。石油問題。リサイクル問題。
●高齢化社会。少子化問題。

気気気気になるになるになるになるニュースニュースニュースニュース：：：：
●年金問題、医療費高騰。
●二極化する経済。
●インターネットの普及。
●国連の動き。

非常非常非常非常にににに困困困困るるるるニュースニュースニュースニュース：：：：
●JWの幼児虐待問題。

●地球に平和が訪れた。

世世世世のののの終終終終わりだしわりだしわりだしわりだし、、、、どうせどうせどうせどうせ
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きてがきてがきてがきて
解決解決解決解決してくれるさしてくれるさしてくれるさしてくれるさ。。。。

もしもしもしもし世世世世のおわりがすぐにのおわりがすぐにのおわりがすぐにのおわりがすぐに来来来来なかったらどうしようなかったらどうしようなかったらどうしようなかったらどうしよう…。。。。

おいおいおいおいおいおいおいおい、、、、パートパートパートパートのののの時間時間時間時間がががが増増増増えるじゃないかえるじゃないかえるじゃないかえるじゃないか…。。。。

アンチアンチアンチアンチJWのののの情報情報情報情報へへへへアクセスアクセスアクセスアクセスしやすくなるのはしやすくなるのはしやすくなるのはしやすくなるのは問題問題問題問題。。。。

世世世世のおわりのおわりのおわりのおわりカウントダウンカウントダウンカウントダウンカウントダウン！！！！

サタンサタンサタンサタンよよよよ、、、、捏造記事捏造記事捏造記事捏造記事はやめてくれはやめてくれはやめてくれはやめてくれ！！！！

世世世世のおわりをのおわりをのおわりをのおわりを宣宣宣宣べべべべ伝伝伝伝えているのでえているのでえているのでえているので困困困困りますりますりますります。。。。



50

■■■■世世世世のののの終終終終わりがきてもわりがきてもわりがきてもわりがきても恐恐恐恐くないくないくないくない？？？？

世世世世のののの終終終終わりがきてもおばさんわりがきてもおばさんわりがきてもおばさんわりがきてもおばさん姉妹姉妹姉妹姉妹
たちはたちはたちはたちは絶対絶対絶対絶対にににに恐恐恐恐れませんれませんれませんれません！！！！

でもでもでもでも今今今今ニュースニュースニュースニュースでやっているでやっているでやっているでやっている
温暖化温暖化温暖化温暖化によるによるによるによる都市水没都市水没都市水没都市水没はははは心配心配心配心配ですですですです…（（（（汗汗汗汗））））

●大患難と迫害の嵐。
●政府の崩壊。
●火による滅び。
●疫病で人類が滅びる。
●エホバによる怒りの地震。

ちなみに自力でハルマゲドンをサバイバルすると
思われる人種：　①オバタリアン　②クソガキ
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■■■■自分自分自分自分のののの救救救救いのためにいのためにいのためにいのために奉仕奉仕奉仕奉仕をををを！！！！

伝道伝道伝道伝道はははは世世世世のののの人人人人をををを救救救救うためにするものではありませんうためにするものではありませんうためにするものではありませんうためにするものではありません。。。。

建前建前建前建前：　：　：　：　隣人愛隣人愛隣人愛隣人愛のためにやっているのためにやっているのためにやっているのためにやっている。。。。
実際実際実際実際：　：　：　：　留守宅留守宅留守宅留守宅ののののベルベルベルベルをををを押押押押すのにすのにすのにすのに忙忙忙忙しいしいしいしい。。。。

建前建前建前建前：　：　：　：　好好好好きだからやっているきだからやっているきだからやっているきだからやっている。。。。
実際実際実際実際：　：　：　：　報告報告報告報告しないといけないしないといけないしないといけないしないといけない最低最低最低最低のののの奉仕時間奉仕時間奉仕時間奉仕時間があるがあるがあるがある。。。。

建前建前建前建前：　：　：　：　私私私私たちがたちがたちがたちが伝道伝道伝道伝道をすることによりをすることによりをすることによりをすることにより人人人人々々々々がががが救救救救われるわれるわれるわれる。。。。
実際実際実際実際：　：　：　：　誰誰誰誰がががが救救救救われるかをわれるかをわれるかをわれるかを決決決決めるのはめるのはめるのはめるのはエホバエホバエホバエホバであるであるであるである。。。。

建前建前建前建前：　：　：　：　音信音信音信音信をををを聞聞聞聞かないとかないとかないとかないと人人人人はははは救救救救われるわれるわれるわれる機会機会機会機会をををを逃逃逃逃すすすす。。。。
実際実際実際実際：　：　：　：　聞聞聞聞くくくく機会機会機会機会がなければがなければがなければがなければ不義不義不義不義のののの復活復活復活復活があるがあるがあるがある。。。。

建前建前建前建前：　：　：　：　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ををを知知知知らせるらせるらせるらせる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。
実際実際実際実際：　：　：　：　多多多多くのくのくのくの人人人人はははは聖書聖書聖書聖書をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。本音本音本音本音はははは独自独自独自独自のののの出版物出版物出版物出版物のののの配布配布配布配布。。。。

建前建前建前建前：　：　：　：　全全全全てはてはてはてはエホバエホバエホバエホバのごのごのごのご意志意志意志意志であるであるであるである。。。。
実際実際実際実際：　：　：　：　組織組織組織組織のののの都合都合都合都合によるによるによるによる意志意志意志意志ではではではでは？？？？

なぜなら…

従従従従ってってってって、、、、伝道伝道伝道伝道はははは自分自分自分自分をををを救救救救うためにうためにうためにうために行行行行うものですうものですうものですうものです。。。。
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■■■■イエスイエスイエスイエスのののの精神精神精神精神にみならうにみならうにみならうにみならう？？？？

イエスイエスイエスイエスがががが示示示示したしたしたした模範模範模範模範：：：：
人類が救われるために自分だけが

死ねば良いと思った。

●●●●人類人類人類人類がががが皆滅皆滅皆滅皆滅ぼされたとしてもぼされたとしてもぼされたとしてもぼされたとしても自分自分自分自分だけはだけはだけはだけは生生生生きききき残残残残りたいりたいりたいりたい。。。。
●●●●家族家族家族家族がががが真理真理真理真理をををを離離離離れてもれてもれてもれても自分自分自分自分だけはだけはだけはだけは絶対絶対絶対絶対にににに残残残残ってやるってやるってやるってやる！！！！
●●●●子供子供子供子供がががが真理真理真理真理をををを離離離離れてもれてもれてもれても子供子供子供子供のののの言言言言いいいい分分分分はははは絶対絶対絶対絶対にににに聞聞聞聞くなくなくなくな！！！！
●●●●奉仕奉仕奉仕奉仕とととと集会集会集会集会をををを欠欠欠欠かすわけにはいかないかすわけにはいかないかすわけにはいかないかすわけにはいかない！！！！救救救救われないからわれないからわれないからわれないから。。。。
●●●●もしもしもしもしハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンととととパラダイスパラダイスパラダイスパラダイスがこないのであればがこないのであればがこないのであればがこないのであれば、、、、
　　　　エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人であるであるであるである理由理由理由理由はははは何何何何なのかなのかなのかなのか？？？？とととと自問自答自問自答自問自答自問自答。。。。
●●●●でもでもでもでも配偶者配偶者配偶者配偶者ががががハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドン前前前前にににに亡亡亡亡くなるのはくなるのはくなるのはくなるのは困困困困りますりますりますります。。。。
　　　　結婚結婚結婚結婚できなくなってしまうのでできなくなってしまうのでできなくなってしまうのでできなくなってしまうので…（（（（汗汗汗汗））））

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思思思思うことうことうことうこと：：：：
自分たちだけは絶対に

パラダイスに入ってやる！！

正反対正反対正反対正反対

たとえたとえたとえたとえ自分自分自分自分ががががハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンでででで滅滅滅滅ぼされてもぼされてもぼされてもぼされても、、、、純粋純粋純粋純粋にににに宇宙主権宇宙主権宇宙主権宇宙主権だけのだけのだけのだけの
ためにためにためにために奉仕奉仕奉仕奉仕をしているをしているをしているをしている信者信者信者信者はどれくらいいるのだろうかはどれくらいいるのだろうかはどれくらいいるのだろうかはどれくらいいるのだろうか？？？？

受けるに値しない
過分のご親切だった
はずでは…？
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■■■■今今今今のののの生活生活生活生活だけはだけはだけはだけは絶対絶対絶対絶対にににに変変変変えたくないえたくないえたくないえたくない

●●●●真理真理真理真理（（（（真実真実真実真実））））をををを愛愛愛愛しておりしておりしておりしており真実真実真実真実をををを追求追求追求追求しますしますしますします。。。。
●●●●真理真理真理真理のためならのためならのためならのためなら死死死死のののの迫害迫害迫害迫害をもをもをもをも恐恐恐恐れませんれませんれませんれません。。。。
　　　　例例例例ええええ財産財産財産財産をををを没収没収没収没収されてされてされてされて、、、、社会社会社会社会をををを敵敵敵敵にまわしてもですにまわしてもですにまわしてもですにまわしてもです。。。。
●●●●真理真理真理真理のためならのためならのためならのためなら家族家族家族家族をもをもをもをも捨捨捨捨てますてますてますてます。。。。
●●●●組織組織組織組織をををを清清清清くくくく保保保保つためにいかなるつためにいかなるつためにいかなるつためにいかなる不義不義不義不義をもをもをもをも放置放置放置放置しませんしませんしませんしません。。。。

でももしでももしでももしでももし背教的文書背教的文書背教的文書背教的文書をををを読読読読んでしまってんでしまってんでしまってんでしまって、、、、組織組織組織組織とそのとそのとそのとその真理真理真理真理のののの不正事実不正事実不正事実不正事実をををを
知知知知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、、、、私私私私たちはこうたちはこうたちはこうたちはこう考考考考えますえますえますえます：：：：

●●●●たとえたとえたとえたとえ本当本当本当本当のことであったとしてものことであったとしてものことであったとしてものことであったとしても見見見見たくないたくないたくないたくない。。。。
●●●●自分自分自分自分はそれらのはそれらのはそれらのはそれらの事実事実事実事実がががが気気気気にならないのでにならないのでにならないのでにならないので組織組織組織組織にににに確確確確かめるかめるかめるかめる必要必要必要必要はないはないはないはない。。。。
●●●●エホバエホバエホバエホバがががが行動行動行動行動なさるのでなさるのでなさるのでなさるので、、、、自分自分自分自分がががが行動行動行動行動をををを起起起起こすこすこすこす必要必要必要必要はないはないはないはない。。。。
●●●●組織組織組織組織ではなくではなくではなくではなくエホバエホバエホバエホバにににに献身献身献身献身しているのはしているのはしているのはしているのは事実事実事実事実だがおだがおだがおだがお世話世話世話世話にににに
　　　　なってきたなってきたなってきたなってきた組織組織組織組織をををを裏切裏切裏切裏切ることはできないることはできないることはできないることはできない。。。。良良良良いいいい教教教教えもえもえもえも沢山沢山沢山沢山あるではないかあるではないかあるではないかあるではないか。。。。
●●●●今今今今あるあるあるある家族家族家族家族やややや仲間仲間仲間仲間とのとのとのとの安泰安泰安泰安泰なななな生活生活生活生活をををを変変変変えたくないえたくないえたくないえたくない。。。。

私たちはエホバの証人の当然の義務として：

私私私私たちのたちのたちのたちの「「「「真理真理真理真理」」」」にににに対対対対するするするする献身度献身度献身度献身度はそのはそのはそのはその程度程度程度程度のものですのものですのものですのものです。。。。
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このこのこのこの資料資料資料資料をををを読読読読んでんでんでんで霊的霊的霊的霊的にににに励励励励まされたまされたまされたまされたアナタアナタアナタアナタ！！！！

さあさあさあさあ、、、、明日明日明日明日からからからから霊的活動霊的活動霊的活動霊的活動にににに励励励励みましょうみましょうみましょうみましょう！！！！

エホバエホバエホバエホバからのからのからのからの祝福祝福祝福祝福とととと導導導導きがきがきがきがアナタアナタアナタアナタとととと

アナタアナタアナタアナタがががが所属所属所属所属しているしているしているしている組織組織組織組織だけにありますようにだけにありますようにだけにありますようにだけにありますように！！！！

ハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンハルマゲドンのののの時時時時にはにはにはには人類人類人類人類がががが滅滅滅滅ぼされてもぼされてもぼされてもぼされても

アナタアナタアナタアナタだけはだけはだけはだけは優先的優先的優先的優先的にににに救救救救われますようにわれますようにわれますようにわれますように！！！！

アーメンアーメンアーメンアーメン！！！！！！！！

熱心熱心熱心熱心　　　　学学学学

真理　真から
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真理真理真理真理　　　　真真真真からひとことからひとことからひとことからひとこと：：：：
このこのこのこの資料資料資料資料をををを読読読読んでんでんでんで学兄弟学兄弟学兄弟学兄弟はははは極端極端極端極端だとだとだとだと思思思思われたわれたわれたわれた方方方方もももも多多多多いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。
しかししかししかししかし模範的模範的模範的模範的ななななエホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの考考考考えをえをえをえを理想的理想的理想的理想的なななな姿姿姿姿としますとしますとしますとします。。。。
もしもしもしもし大大大大げさだとげさだとげさだとげさだと思思思思うのであればうのであればうのであればうのであれば組織組織組織組織にににに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。。。。模範解答模範解答模範解答模範解答がでてきますがでてきますがでてきますがでてきます。。。。
エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人をををを含含含含むむむむ「「「「原理主義者原理主義者原理主義者原理主義者」」」」たちはたちはたちはたちは全全全全てにてにてにてに白黒白黒白黒白黒をつけたがりますをつけたがりますをつけたがりますをつけたがります。。。。
すなわちすなわちすなわちすなわち真真真真んんんん中中中中ののののグレイグレイグレイグレイはありえませんはありえませんはありえませんはありえません。。。。従従従従ってってってってバランスバランスバランスバランスをとることはをとることはをとることはをとることは
不可能不可能不可能不可能なななな人人人人々々々々なのですなのですなのですなのです。。。。もしもしもしもしバランスバランスバランスバランスをとっているとをとっているとをとっているとをとっていると主張主張主張主張するするするする証人証人証人証人がいればがいればがいればがいれば、、、、
そのそのそのその証人証人証人証人はははは厳密厳密厳密厳密にはにはにはには一字一句従一字一句従一字一句従一字一句従うべきうべきうべきうべき聖書聖書聖書聖書のののの教教教教えにさじえにさじえにさじえにさじ加減加減加減加減（（（（妥協妥協妥協妥協））））をををを
加加加加えていることになりますえていることになりますえていることになりますえていることになります。。。。ですからですからですからですから本来本来本来本来はははは、、、、世世世世のののの中中中中でのでのでのでの生活生活生活生活とのとのとのとの折折折折りりりり合合合合いがいがいがいが
つかなくなってしまうつかなくなってしまうつかなくなってしまうつかなくなってしまう人人人人々々々々なのですなのですなのですなのです。。。。

アメリカアメリカアメリカアメリカというというというという国国国国がががが常常常常にににに極端極端極端極端ででででドラスティックドラスティックドラスティックドラスティックなななな行動行動行動行動をとるのもをとるのもをとるのもをとるのも
WASP（（（（アングロサクソンアングロサクソンアングロサクソンアングロサクソンのののの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））））によるところがによるところがによるところがによるところが大大大大きいですきいですきいですきいです。。。。

もともともともともともともともとイギリスイギリスイギリスイギリスのののの国教国教国教国教にににに「「「「プロテストプロテストプロテストプロテスト（（（（抗議抗議抗議抗議するするするする）」）」）」）」してしてしてして国国国国をををを出出出出てきたのがてきたのがてきたのがてきたのが
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ですですですです。。。。ですからですからですからですから禁酒令禁酒令禁酒令禁酒令、、、、たばこたばこたばこたばこ・・・・毛皮排除活動毛皮排除活動毛皮排除活動毛皮排除活動、、、、
非非非非キリストキリストキリストキリスト教諸国教諸国教諸国教諸国のののの爆撃爆撃爆撃爆撃をををを平気平気平気平気でででで行行行行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のののの名名名名においてにおいてにおいてにおいて多多多多くのくのくのくのインディアンインディアンインディアンインディアンがががが虐殺虐殺虐殺虐殺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。。。。

もしかしたらあなたももしかしたらあなたももしかしたらあなたももしかしたらあなたも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心心心心のののの中中中中でででで多多多多くのくのくのくの人人人人々々々々をををを
裁裁裁裁いていませんかいていませんかいていませんかいていませんか？？？？心心心心のどこかでのどこかでのどこかでのどこかで「「「「どうせどうせどうせどうせ世世世世のののの人人人人だからだからだからだから」」」」とととと見下見下見下見下していませんかしていませんかしていませんかしていませんか？？？？
イエスイエスイエスイエスはいわれましたはいわれましたはいわれましたはいわれました。「。「。「。「人人人人をををを裁裁裁裁くくくく基準基準基準基準でででで自自自自らもらもらもらも裁裁裁裁かれるかれるかれるかれる」」」」とととと。。。。蒔蒔蒔蒔いたものはいたものはいたものはいたものは買買買買いいいい取取取取りますりますりますります。。。。
そういったそういったそういったそういった意味意味意味意味でででで社会社会社会社会のののの人人人人々々々々ををををサタンサタンサタンサタン呼呼呼呼ばわりするばわりするばわりするばわりする宗教団体宗教団体宗教団体宗教団体はははは迫害迫害迫害迫害されてもされてもされてもされても
仕方仕方仕方仕方ないといえますないといえますないといえますないといえます。。。。あなたがあなたがあなたがあなたが迫害迫害迫害迫害をををを受受受受けるけるけるける時時時時、、、、それはそれはそれはそれはエホバエホバエホバエホバのののの義義義義のためですかのためですかのためですかのためですか？？？？
それともそれともそれともそれとも自分自分自分自分のののの義義義義のためですかのためですかのためですかのためですか？　　　？　　　？　　　？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最後最後最後最後にににに…⇒⇒⇒⇒
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最後最後最後最後ににににヒントヒントヒントヒント
害害害害となるとなるとなるとなるカルトチックカルトチックカルトチックカルトチックなななな宗教宗教宗教宗教のののの見分見分見分見分けけけけ方方方方：：：：

●●●●自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの教団教団教団教団だけがだけがだけがだけが救救救救われてわれてわれてわれて、、、、他他他他のののの教団教団教団教団はははは
　　　　救救救救いにいにいにいに値値値値しないといいきっていないかしないといいきっていないかしないといいきっていないかしないといいきっていないか。。。。

●●●●絶対権威絶対権威絶対権威絶対権威をををを主張主張主張主張するするするする教祖教祖教祖教祖やややや団体団体団体団体がががが上上上上にいないかにいないかにいないかにいないか。。。。

●●●●自分自分自分自分たちだけがたちだけがたちだけがたちだけが聖典聖典聖典聖典のののの唯一唯一唯一唯一のののの正正正正しいしいしいしい解釈論解釈論解釈論解釈論をををを
　　　　持持持持っているとっているとっているとっていると主張主張主張主張していないかしていないかしていないかしていないか。。。。

●●●●救救救救われるためにわれるためにわれるためにわれるために寄付金寄付金寄付金寄付金ややややボランティアボランティアボランティアボランティア活動等活動等活動等活動等のののの
　　　　引引引引きききき換換換換ええええがががが求求求求められないかめられないかめられないかめられないか。。。。

●●●●信者信者信者信者になったになったになったになった後後後後にににに、、、、本人本人本人本人のののの意思意思意思意思によりによりによりにより仲間仲間仲間仲間からからからから
　　　　ののしられるののしられるののしられるののしられる事事事事なくなくなくなく平和平和平和平和にににに脱会脱会脱会脱会するするするする事事事事がががが可能可能可能可能かかかか。。。。

これらにこれらにこれらにこれらに該当該当該当該当するものがあったらするものがあったらするものがあったらするものがあったら走走走走ってってってって逃逃逃逃げましょうげましょうげましょうげましょう。。。。 そしてそしてそしてそして…⇒⇒⇒⇒
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エホバエホバエホバエホバのののの証人証人証人証人にににに聞聞聞聞けるけるけるける究極究極究極究極のののの質問質問質問質問：：：：

●●●●参考書参考書参考書参考書がないとがないとがないとがないと理解理解理解理解できないできないできないできない不完全不完全不完全不完全なななな聖書聖書聖書聖書をなぜをなぜをなぜをなぜ
　　　　エホバエホバエホバエホバはわざわざはわざわざはわざわざはわざわざ人類人類人類人類にににに与与与与えたのかえたのかえたのかえたのか。。。。

●●●●西暦前西暦前西暦前西暦前607年年年年のののの考古学的根拠考古学的根拠考古学的根拠考古学的根拠をををを証明証明証明証明してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。

●●●●当時他当時他当時他当時他ののののバビロンバビロンバビロンバビロンとととと同同同同じようにじようにじようにじようにクリスマスクリスマスクリスマスクリスマス、、、、たばこたばこたばこたばこ、、、、
　　　　誕生日誕生日誕生日誕生日をやっていたにもかかわらずをやっていたにもかかわらずをやっていたにもかかわらずをやっていたにもかかわらず、、、、ものみのものみのものみのものみの塔塔塔塔だけがだけがだけがだけが
　　　　なぜなぜなぜなぜ1919年年年年にににに洗練洗練洗練洗練されてされてされてされて選選選選ばれたのかばれたのかばれたのかばれたのか教教教教えてほしいえてほしいえてほしいえてほしい。。。。

●●●●奴隷級奴隷級奴隷級奴隷級がががが唯一唯一唯一唯一つのつのつのつの神神神神のののの経路経路経路経路であるであるであるである客観的客観的客観的客観的なななな証拠証拠証拠証拠をををを
　　　　提示提示提示提示してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。（（（（予言予言予言予言はははは常常常常にににに外外外外れれれれ、、、、真理真理真理真理であるであるであるである教理教理教理教理はははは常常常常にににに変更変更変更変更されているがされているがされているがされているが…））））

●●●●聖書聖書聖書聖書にはにはにはには自分自分自分自分のののの理解理解理解理解にににに頼頼頼頼ってはならないとあるがってはならないとあるがってはならないとあるがってはならないとあるが、、、、
　　　　あなたはあなたはあなたはあなたは誰誰誰誰のののの理解理解理解理解にににに頼頼頼頼ってってってって組織組織組織組織をををを信信信信じているのだろうかじているのだろうかじているのだろうかじているのだろうか。。。。

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有益有益有益有益なななな答答答答えがえがえがえが返返返返ってきたらぜひってきたらぜひってきたらぜひってきたらぜひ
「「「「JW解約解約解約解約」」」」サイトサイトサイトサイトのののの掲示板掲示板掲示板掲示板にににに書書書書きききき込込込込んでくださいんでくださいんでくださいんでください！　！　！　！　真真真真。。。。


