
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

するけど…あっ、それってアラーの神 

ってやつ？」とさらに聞き返しました。

主人は少しムッとした顔をして「神 

はエホバだよ。俺は真のクリスチャン 

なんだ」と言いました。 

私は信仰をもっている人の神の名を 

間違えてしまい申し訳ない気持ちにな 

り「ごめんね。私よく知らなくて」と 

謝りました。 

そして心の中で少し思いました。 

“カトリックでもプロテスタントでも 

なさそうだけどクリスチャンとは、一 

体どういう事だろう…”と。 

それ以上に、直観的に感じた事があ 

りました。 

当 時 の 主 人 や 主 人 の 妻 の 生 活 や 行 動

は、厳格なクリスチャンとしてはそぐ 

わない部分がある… 

「あなたがクリスチャンという事にな 

ると、あの時の事もアレもコレも神に 

背いた事になるのではないの？」そう 

聞くと主人は「そうだよ。その通りだ 

よ。」と下を向きました。 

別に一般社会では社会的に反した事 

ではありませんが、それは主人があく 

まで私と同じ一般人であればの事。 

クリスチャンとなれば重大な過ちに 

なってしまう事もある。それを知らず 

に主人と接してきた為に、知らず知ら 

ずに主人に罪を犯させてきた自分を私 

は責めたい気持ちになりました。 

それと同時に主人の結婚生活に対す 

る私なりの疑問や違和感も、無関係で 

 

何、それ何かの宗教？ 

 

私は Ｊ Ｗの２世の方と結婚しました。

そのいきさつについて書いてみたいと 

思います。 

元々、互いの父親の経営する会社同 

士が取引関係にあった私たちですが、 

主人は２００１年４月からＪＷの長老 

である父親が２代目を努める会社に入 

社し、私は２００１年９月に急逝した 

父親の後を継ぐ事となり、私達は仕事 

上の関係が発生する事となりました。 

とはいえ、さほどの接点もなく５年 

近い年月を互いの人生の中で生きてい 

ました。  

その関係が、急速に近くなったのは、 

ある商品開発を２社共同で始めたのが 

きっかけでした。 

当時の私は主人が Ｊ  Ｗである事など

知る由もなく、存在自体も、全く知り 

ませんでした………。 

それは初めての上海出張から１年程 

経った頃だと思います。 

お互いの身の上話をしていた時、主 

人から「実は俺、エホバの証人なんだ」 

と打ち明けられました。 

私は目をパチクリさせて「何、それ 

何かの宗教？」と聞き返しました。 

主 人 は 「 え ？ エ ホ バ の 証 人 知 ら な い

の？」と大変驚いた様子でしたが、私 

は私で「何か聞いた事はある様な気が  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

はない！と様々なやり過ごしてきた違 

和感や疑問が一気に繋がりました。 

前述したように、私達が時間の合う 

限り自由に時間を使い、仕事や食事が 

出来たのは、私自身が娘２人をもつ身 

でありつつ、夫のいないシングルマザ 

ーだった事はさる事ながら、主人の当 

時の妻がほとんど毎晩飲み歩き、深夜 

まで帰宅しない生活をしていた事にあ 

りました。 

時折その事に触れ「奥さんにそんな 

生活させて居ていいの？貴方それで幸 

せなの？」「その状態で結婚生活を継 

続する意味があるの？」等とおせっか 

いをやいてました。 

私から見ると、３０代に差し掛かり 

子供のいない夫婦が、バラバラの生活 

を続け、子供も作らずに目標も無く生 

活している事自体に、違和感があり 

「早めに話し合って問題解決に当たら 

なければ、お互いの人生をダメにして 

しまうよ。奥さんだって出産のリミッ 

トが近いんだよ」そんな老婆心を吐露 

する事がありました。 

けれど、その度に主人は「離婚だけ 

は事情があって絶対出来ないんだ」 

「俺は一生子供を持つ気は無い。」の 

一点張りでその頑なさと異様さに、私 

も深く追及は出来ませんでした。 

主人の「俺はエホバの証人なんだ」 

という一言から、思いも掛けず熱い討 

論となったその夜、私は主人に言いま 

した。 

「私にもその聖書を教えて欲しい」 

と。翌日、主人は“新世界訳聖書”と 

小冊子“聖書は何を教えていますか？”

を渡してくれました。 

その時主人は「俺の一番好きな聖句」

と言ってコリント信徒への手紙 第 1３ 

 

章 4-8 節 愛は寛容であり…を教えて 

くれました。 

自分でも何故かはハッキリ解りませ 

んが、同志と例えるに相応しい関係に 

あった、主人の見せる孤独な影の理由 

を知ってあげたかったような、どれだ 

け共に過ごしても、どこか通じ合えな 

い違和感の理由を解消したかったのか 

 

…とにかく、私はこうして主人の生き 

て来た世界を知ろうとし始めました。 

主人から手渡された“新世界訳聖書” 

は、主人が１９歳の時に改めて聖書を 

勉強し直した時に使った物と言う事で、 

沢山の書き込みがありました。 

その書き込みを見ているだけで、当 

時の主人がどれ程一生懸命に聖書に向 

き合ったかが感じ取れました。 

ただ、自宅で聖書を開いていても何 

もならない思いで私は主人に「貴方が 

行っている集会とやらに私も連れて行 

って欲しい」と頼みました。けれど主 

人は「いや、それは出来ないんだよ」 

と言いました。 

そうこうしている内に、２人の間で 

あまりＪＷに関する会話が無くなって 

いきました。主人もあまり話したくは 

なさそうでした。 

それと同時に、最初に上海に行った 

頃とは比べものにならない程、主人も 

大分変わってきていました。 

仕事に於いても積極的でグングン自 

己成長をしていました。 

自分の人生、特に今の結婚生活に疑 

問を持ち始めているようでした。 

主人は相変わらず集会に行きながら 

も、何か煮え切らない自分を抱えてい 

るようでした。エホバの証人である主 

人と、いわゆる世の人である私はある 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一面、共有できない世界で、隣り合わ 

せに生きているような関係でした。 

本来なら守らなければならない厳し 

い戒律と、社会で生きる為の処世術の 

様に身につけた世の人的な生活を綱渡 

りの様に生きながら、神権家族である 

自分の家族には見せられない生活と、 

漠然とした罪の意識を心に背負いつつ 

本来なら耐えがたいはずの呵責に慣ら 

されて生きている主人が、私にはだん 

だん見えてきました。 

それは一口で言ってしまえばズルい 

生き方だけれど、そうは一口では責め 

られない部分を主人に感じていました。

それは、主人の人一倍の慈悲深さと 

他者への無償の献身さが深く関わって 

別の側面から主人を救いバランスが保 

たれていた故だと思います。 

けれど、そんなどっちつかずの日々 

は長くは続きませんでした。そんな毎 

日の中で主人の意識は家庭から離れ、 

自分自身に向けられていきました。 

主人の妻はＪＷではありませんでし 

たが、学生時代に恋をした女性を献身 

させ結婚していました。 

主人の妻には、ＪＷの生活は到底馴 

染めなかったのだと思います。 

大会に行く行かない、集会に行く行 

かないと、事あるごとに夫婦は操めて 

いました。 

そんな諍いや生きる世界観の不一致 

から、夫婦は形だけのものになり、主 

人は休日を義務のように家庭で過ごす 

だけの生活に限界がきていました。 

その限界は、離婚の二文字を頭に浮 

かばせるものとなり、しかしながらＪ 

 

Ｗには離婚が許されないという壁にぶ

つかります。 

前々から「離婚だけは絶対できない」

と言って余計な事は考えず何とかなる

だろうと生きながらえていた主人も、 

自我に心揺さぶられ、すこしづつバラ 

ンスが保てなくなっていきました。 

その頃の主人の心模様は私にも計り

知れないものでした。    つづく 

             （さゆり） 

 

 

 

 

 

  

 

…お知らせ… 
Merry Christmas & Happy New Year  
 

今年もお世話になりありがとうござ

いました。 

皆様の応援で沢山の方が、異端やカ 

ルトから脱会されました。 

脱会者の中に、そううつ病で悩んで 

いる方が沢山おられます。 

その為の医師やカウンセラーがおこ 

されますように。 

なお、会報の記事は、最近ＪＷ２世 

を脱会させた奥様の体験談です。 

つづきを読みたい方は、インターネ 

ットでＪＷＩＬを検索して読んで下さ

い。 

では、来年も宜しくお願いします。 

                         （編） 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そうしたあなたの勇気と決断に敬意 

を表します。 

これからは、この言葉をしっかり胸

に刻み込んで歩んで下さい。 

 

『たったひとりしかいない自分を、た

った一度しかない一生を、ほんとうに 

生かさなかったら、人間、生まれてき 

たかいがないではないか。」 

  山本 有三   「路傍の石」より 

            （たもさん） 

 

＊この度、自叙伝のようなものを公開

しました。 

背信～エホバの証人の子として生ま 

  れて～ 

http://book.geocities.jp/zzz_cobot_zzz/ 

 

HomePage「龍の巣」からも行けます。 

http://mindragon.web.fc2.com/ 

                   （Ｉさん） 

 

ひとりぐらしの老人日記  

     ×月×日  晴れ 

       森田謙一遺稿集 

 

東京生活に慣れ、書簡のやり取りも

多くなると、住所をどうして探索した

のか、珍しい友からの便りも来たりし

て、旧交を暖めることになったり、時

には戸惑う手紙に驚くなど、何にして

も便りとは素晴らしいものである。 

 

誰ぞこれ 見慣れぬ字体と 差出人 

鬼籍の友の 愛妻と遺児なれ 

 

 

 

･･･声･･･ 

（みんなの掲示板より）

 

＊エホバの証人をやめた匿名さん、貴 

方の判断は英断です。 

東京大学名誉教授竹内均先生が翻訳

解説された本の中に牧師で詩人のジョ

ージ・ハーパート氏のこんな言葉が出 

てくる。 

「真実を語る勇気を持ちなさい。嘘を 

つく必要などこの世には存在しない」 

そして、竹内先生はこの言葉を引用し 

こう述べられておられる。 

いかにも真実であるかのように見せ

かける嘘つきほど悪質な人間はいない。

彼らは真実をあからさまに語る勇気を

持てず、事実を装ったとんでもない嘘 

をいう。 

また、口先の嘘に劣らず悪いのは、 

裏表のある生活である。卑劣な人間は 

自分が公言したことに背いた行いをす 

る。 

これをある宗教団体とその信者に当

てはめてみると、カルト宗教団体、大 

欺隔組織のエホバの証人とその個々の

信者に当てはまります。 

私が今までエホバの証人について、 

掲示板に投稿した投稿文がそのことを

裏付けています。 

嘘つきは正直でないばかりか、卑怯 

なことである。エホバの証人をやめた 

匿名さん、あなたはそうした卑怯で腐 

敗した大欺畷団体、エホバの証人の 

「組織」と卑怯な人間集団「信者」と 

の関係を断たれました。 

 


