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・借金問題は法律二割、心八割  

 借金の問題は、実は法律で解決でき  

るのは全体の問題の二割です。後の八  

割は心の問題です。  

  私が借金の相談に真剣に取り組むよ  

うになったのは、教会に来られた人の  

相談を受けたのがきっかけでした。  

 その方は解決の方法が見つかってい  

たにもかかわらず、家族の厳しい叱責  

を受け、入水自殺を図ってしまったの  

です。私は自分の力の不足と同時に、  

借金を抱えている人の心の問題の深さ  

に気づかされました。  

 借金の問題はお金の問題ではなく心  

の問題のほうが実は大きいのです。借  

金を負っている人を責めるのは簡単で  

す。でもそれでは根本の問題は解決し  

ないのです。  

 借金問題の背後には、借金のことは  

人に言えないという問題の特異性があ  

ります。これは日本人のメンタリティ  

ーとも言えますが、借金は恥ずかしい  

ことという意識があります。  

 ですから「もし借金がわかったら何  

と言われるか」という人の目を意識す  

るあまり、身内や家族にはなかなか言  

えないのです。  

 言えば責められるという意識が働き  

ますから、何とか自分で解決しようと  

するのです。しかし、それが結局、か  

えって借金地獄に陥らせ問題を悪化さ  

 

聞いたまま、導かれたままに  

 

人はなぜ借金をするのか？

・多重債務者の急増  

 私が多重債務に陥った人々の相談を

受け始めたのは１９９２年でした。  

 当時は、自己破産者数は全国で４万

件でしたが、１９９５年以降急増し、

２００２年には 21 万人の人たちが自  

己破産の申請をするに至りました。  

 また、それに呼応するかのように自

殺者も１９９８年以降は３万人へと急

増し、行方不明者は１０万人を越えて

います。  

 バブルの時は遊興費やギャンブルと

いった浪費型の借金が多かったようで

すが、今は不景気を反映した、いわゆ

る不況型の借金が多いのです。  

 親戚や友人の会社の保証人になり、

その会社が倒産して保証債務を負った

ケース。  

 またリストラになり、住宅ローンが

払えず、家族を支えるためやむなく  

サラ金に手を出し、その返済のために

また別の会社から借り入れるという多

重債務に陥ってしまったケースなど様

々です。  

 さらにまた、そのような多重債務者

を食いものにする高金利の闇金融業者

の存在も問題化しています。  



客観的に見つめることができるのです。

そうすれば、どうすればよいのかとい  

う具体的な解決の道が見えてきます。  

 さらに、問題は必ず解決すると信じ  

ることです。  

 

「神は真実な方ですから、あなたがた  

を耐えることのできないような試練に  

会わせるようなことはなさいません。  

むしろ、耐えることのできるように、  

試練とともに、脱出の道も備えてくだ  

さいます」（Ｉコリント１０・１３）  

とある聖書の約束は真実です。必ず  

脱出の道があります。  

 そして最後に、借金に向き合うこと  

は人生やり直しの絶好の機会が訪れて  

いることを認識することです。まさに  

「ピンチはチャンス」です。  

 借金の問題の解決だけでなく、人生  

のやり直しの絶好の機会なのです。  

 

東京ホープチャペル牧師  

          西田  育生  

 

★  

 

カルト被害者には借金問題がつきも  

のです。ご遠慮なくご相談下さい。  

 また、１０年以上の自転車操業で疲  

れた方も、ご連絡下さい。一緒に解決  

しましょう。           （編）  

せてしまうのです。  

 また加えて、法律による解決の情報  

不足と思い込みがあります。もちろん、

借りたものは返すのが当たり前です。  

しかし、働いても返せないほどの借金  

を抱え、借金地獄に陥っている人は、  

権利として法律の力を借りることがで  

きるのです。  

 今では法律も整備されていて、借金  

の解決方法には、  

①裁判所を通して特定調停を申立て、  

分割で元本を弁済する方法  

②弁護士や司法書士を通しての任意整理

③民事再生法の個人版もでき、一部を  

払えば後は免除してもらえる方法  

④自己破産＜借金を全額免除＞を通し  

てやら直す方法もあむます。  

 ところが、破産しか道がないと思い  

込んだり、また破産すると戸籍に記載  

されて生涯それが残ると思っている人、

破産すると家族や子供たちにも迷惑が  

かかると思い込んでいる人達もいます。

 しかし、実際は債務保証をしていな  

ければ、家族や子供たちが借金を負う  

必要はありませんし、支払い義務もあ  

りません。このような偏見や思い込み  

が、問題を悪化させていることも見逃  

せません。  

・人生は必ずやり直せる  

 借金問題の解決に向けての第一歩は、  

決して一人で問題を抱え、悩まないこ  

とです。身近な相談場所に思い切って  

相談に行くことです。それによって現  

状認識することができます。  

 専門家の知恵を借りて自分がどこに  

立っているのか謡置かれている状況を  

 



聖書の名句・名言  

 

「私がきょう、あなたに命じるこれ  

らのことばを、あなたの心に刻みなさ  

い。これをあなたの子どもたちによく  

教え込みなさい。……」  

          （申命記６：６，７）  

 

この頃のニュースは、心楽しませる  

ものより、殺人、盗み、汚職などの暗  

いものが多く、特に青少年の犯罪には、

教育の在り方が問われているようだ｡  

 確かに良い教育は欠けた教育よりは  

まさるだろうが、私は教育ではなく、  

私たちの倫理生活の規範である＜十戒  

＞の、徹底した語りかけこそ、大事だ  

と思う。  

 例えば、殺人、虐待などの罪に対し  

て、「殺してはならない」出エジプト  

20:１３ほどに、訴える言葉があるだろ  

うか。家庭を破滅に陥れる不倫に対し  

て、「姦淫してはならない」出エジプ  

ト２０ :１４ほど、適切な言葉があるだろ

うか。  

そして、「盗んではならない」出エ  

ジプト２０ :１５と続き、「偽ってはなら

ない」「貪ってはならない」と、締め  

くくられている。  

 十戒はイスラエルの民が、エジプト  

から救い出され荒野に在った時に、民  

を導く憲法として与えられたものであ  

る。（出エジプト記 20 章、３４章参照）

 １～４が、「真の神以外を神として  

はならない」という、宗教的な戒めで  

ある。５～１０が、「父母を敬え」を、

 

 

 

第一として教える、人間道徳の戒めで  

ある。  

４０年以上も前の銚子教会在任中に、  

街の映画館で、＜十戒＞が上映される  

ことになった。映画を観た人に十戒の  

トラクトを配ろう思い立ち、トラク  

ト１万枚を購入した。  

 教会員とスケジュールを組んで、期  

間は覚えていないが１曰３回、映画が  

終わる度に映画館から出てくる人に、  

トラクトを配り続けたことを、懐かし  

く思い出す。  

 イエスはマタイ２２ :３７～ 40 で、第一  

の宗教的戒めを、「神である主を愛せ  

よ」と教えられた。  

 そして、第二の道徳的戒め、「父母  

を敬え、殺すなかれ、姦淫するなかれ、  

盗むなかれ、偽るなかれ、貪るなかれ」  

を、「あなたの隣人を自分と同じよう  

に愛せよ」マタイ 22： 39 と、十戒は愛  

によって全うされると、新しく説き明  

かしておられる。  

 人を自分のように愛するなら、どう  

して殺せようか、盗めようか。イエス  

の十字架の愛を知ってこそ、十戒を遵  

守できることを覚えたい。  

 

大阪・若狭  牧師  

 

 

 

 

 

 

 



・・・ 声 ・・・  ・・・ 声 ・・・  

  

＊はじめましてです。僕は過去数年に  ＊はじめましてです。僕は過去数年に  

わたってエホバの証人として熱心に伝  わたってエホバの証人として熱心に伝  

道活動をしていましたが、ふとある時  道活動をしていましたが、ふとある時  

組織に疑問を持ち、最初は協会の出版  組織に疑問を持ち、最初は協会の出版  

物から調べていましたが、その事が長  物から調べていましたが、その事が長  

老の耳に入り、本格的に自然消滅を図  老の耳に入り、本格的に自然消滅を図  

ったものです。  ったものです。  

 ネットをやり始めて２年ほどになり   ネットをやり始めて２年ほどになり  

ますが、今までいろんな「元ＪＷ」と  ますが、今までいろんな「元ＪＷ」と  

接してきました。  接してきました。  

 全員とは言いませんが、あの組織に   全員とは言いませんが、あの組織に  

関わった人達は大なり小なり精神的に  関わった人達は大なり小なり精神的に  

参っている人が大半の様な気がします。  参っている人が大半の様な気がします。  

 本来キリスト教は人の心を癒すため   本来キリスト教は人の心を癒すため  

にあると思いますが、あの組織に限っ  にあると思いますが、あの組織に限っ  

ては正反対の方向を目指しているよう  ては正反対の方向を目指しているよう  

です。  です。  

 どこのカルトもそうかも知れません   どこのカルトもそうかも知れません  

が、精神的なダメージがその後の人生  が、精神的なダメージがその後の人生  

を左右することもあります。  を左右することもあります。  

 現在、エホバの証人として活動して   現在、エホバの証人として活動して  

いる皆さんには、一日も早くまやかし  いる皆さんには、一日も早くまやかし  

のキリスト教から出られることを祈っ  のキリスト教から出られることを祈っ  

てやみません。     （ステルス）  てやみません。     （ステルス）  

  

＊どこの教団でも、教団は完ぺきでも  ＊どこの教団でも、教団は完ぺきでも  

集まっている人々は不完全～だからも  集まっている人々は不完全～だからも  

っと学んで伝道して成長しなくては～  っと学んで伝道して成長しなくては～  

と教えられていると思います。  と教えられていると思います。  

 信者にいくら信者のクリスチャンら   信者にいくら信者のクリスチャンら  

しくない行いについて言っても、彼ら  しくない行いについて言っても、彼ら  

は「自分たちはまだ完全じゃないから  は「自分たちはまだ完全じゃないから  

～、でも教団は完全な真理を持ってい  ～、でも教団は完全な真理を持ってい  

  

  

る  」と言うだけです。  る  」と言うだけです。  

  私がいた教会もそんな感じで、真の    私がいた教会もそんな感じで、真の  

悔い改めというのを知らない人ばかり  悔い改めというのを知らない人ばかり  

でした。       （はなまる）  でした。       （はなまる）  

  

＊若い女性の信者だったけど、顔を洗  ＊若い女性の信者だったけど、顔を洗  

っていなかった。時間にルーズで、私  っていなかった。時間にルーズで、私  

生活が乱れているんだなって。  生活が乱れているんだなって。  

 男性信者は季節外れの背広を着て髪   男性信者は季節外れの背広を着て髪  

は極端に刈り上げていた。口臭が凄か  は極端に刈り上げていた。口臭が凄か  

った。  った。  

王国第一は分かるけど、歯医者くら  王国第一は分かるけど、歯医者くら  

い行ったらと（受付嬢の観察）～？  い行ったらと（受付嬢の観察）～？  

 社員全員が憫笑です。     （鍵）   社員全員が憫笑です。     （鍵）  

  

＊埼玉スーパーアリーナにて  ＊埼玉スーパーアリーナにて  

 大会の初日です。つまらんです。聖   大会の初日です。つまらんです。聖  

書の知ってる話ばかり、間違ったこと  書の知ってる話ばかり、間違ったこと  

ばかり話してます｡退屈です。この後  ばかり話してます｡退屈です。この後  

バプテスマがあります。新しい本の発  バプテスマがあります。新しい本の発  

表はありません。    （参加者より）  表はありません。    （参加者より）  

  

＊横浜にて  ＊横浜にて  

 今は昼休みです。午前中の参加者は   今は昼休みです。午前中の参加者は  

１１７０１人です。東京都下・旧三多  １１７０１人です。東京都下・旧三多  

摩区域と朝鮮・韓国語の合同大会です。摩区域と朝鮮・韓国語の合同大会です。

大会は新横浜ですが参加者は東京のだ  大会は新横浜ですが参加者は東京のだ  

さい田舎。ヘヤースタイル、髪の毛を  さい田舎。ヘヤースタイル、髪の毛を  

染める、ピンクのシャツ。  染める、ピンクのシャツ。  

 素足にサンダル、爪にマニュキュア   素足にサンダル、爪にマニュキュア  

の若い姉妹がたくさん。ピンクの半袖  の若い姉妹がたくさん。ピンクの半袖  

ワイシャツの若い兄弟もたくさん。  ワイシャツの若い兄弟もたくさん。  

 みんな輸血のカードを首から下げて   みんな輸血のカードを首から下げて  

いない。        （  Ｆ  Ｓ）  いない。        （  Ｆ  Ｓ）  

  

 




