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 聞いたまま、導かれたままに  

占いの生き地獄から救われて  

私が占いに凝りだしたのは、身の回

りにいた占いにはまっている人たちか

らの影響が大きかったと思います。  

「宇宙と交信ができる」「オーラが見  

える」「未来を予知できる」  

そんな人たちが友人や知人に多くい  

たのです。  

今にして思えば、自分がそうしたオ

カルト的な世界に興味を持って無意識

にアンテナを張っていたために、おの

ずと関連する人や情報が集まってきて

いたのではないでしょうか。  

その中にはタロット占いをする友人

もいました。  

でも、私にはそうした占いは当てず

っぼうとしか思えず、馬鹿げて見えま

した。  

  私は風水を学んでいたのですが、そ

の内容は統計学だったり自然科学的な

ものだったりしたので、タロットのよ

うな占いだという認識はまったくあり

ませんでした。  

私は人を相手にする仕事をしていた

ので、相手の気持ちをよく分からなけ

ればいけないし、また自分に魅力がな

いと次ぎがありません。  

 

そこで、自分はトークを売りにして  

いこうと思っていました。  

その一つの道具として、風水の知識  

をもっていればいいぐらいの軽い気持  

ちから最初は入りました。  

ほかにも、流行の雑誌の占い記事に  

は必ず目を通し、特集を組んだ時など  

は必ず買って読んだりしていました。  

そんな折り、住んでいた家を引っ越  

すことになり、引っ越し先が縁起の悪  

い所であったり何か出たりしたら怖い  

と思って、知り合いから紹介してもら  

った「よく当たる」と評判の占い師の  

所へ行くことにしました。  

  その占い師は本当によく当たる人で  

した。分かるはずのないことでもずば  

りと言い当てられたり、電話で少し話  

しただけで相談しようとしている家の  

間取りまで分かってしまうので、八百  

長も何もなく正真正銘「霊感」で占っ  

ているのだと思いました。  

  そこへは何回か通う事になりました。

私自身も５年くらい風水や手相など  

を独学で学んでいくうちに、だんだん  

人のことを言い当てられるようになつ  

ていきました。  

ふとだれかのことを考えていると、  

その人が今悩んでいることが分かって  

しまうのです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 会って話すと図星だったりしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

それは次第にエスカレートしていき、  

人と雑談をしていても相手の心が見え  

るような気になり、また人も驚いたり  

感心したりするので、「自分には何で  

も分かる」「人の役に立っている、い  

いことをしている」という高ぶった気  

持ちでいました。  

 そのうちに、おかしな事が起こるよ  

うになりました。  

 たとえば、「あのお店のあのケーキ  

が食べたい」と思うと、必ずだれかが  

それを買ってきてくれるのです。  

 また歩いていて、急に周囲が回り出  

したようになり、目の前の世界は何も  

変わらないのに自分だけがこの世界か  

ら切り取られて別次元に送られてしま  

ったような恐ろしい感覚に陥るように  

なりました。  

 それに襲われると、「（正気を保つ  

ためには）とにかく何か普通のことを  

していなければいけない」と思い、買  

い物や外を歩き回るなど、いろいろや  

ってみました。  

 当時たまたま手元にギデオン協会の  

聖書があり、お守りのように持ち歩い  

ていたりもしましたが、相変わらずそ  

の感覚は時折襲ってくるのでした。  

 

 

恐ろしい感覚から逃れたくて教会へ  

 

神社、仏閣、なんでもいいから、こ  

れは早急にお祓いをしなければいけな  

いと思うようになりました。  

 しかし、結局仕事で都合がつかず、  

どこのお祓いも受けられずにいました。

そこで、「もう『聖なる』場所ならど  

こでもいい」と思い、クリスチャンの

友人にお願いして教会に連れて行って

もらいました。     （藤村  千恵）  

 

 

・・・お知らせ・・・  

・占いを信じている方が多いですね。

しかし時がたてば、彼らの言う事はは

ずれてばかりです。また、あの時は、

間違っていた未熟だったと言い訳しま

す。カルト宗教の予言と似てます。  

・会報の摂理は、統一協会の元信者が

作ったカルトです。先日マスコミで騒

がれ、教祖が指名手配されています。

・救出については、すべてのカルト宗

教を、日本宗教問題研究所と同様にや

るのが、唯一の救出方法です。  

・四季の会報は、今月から発行します。

元証人の方が書いておられます。  

では、今月号も宜しくお願いします。

 

 

 

 

 

ひとりぐらしの老人日記  

  （森田謙一遺稿集）

×月×曰   くもり  

 

コーヒーに日本茶、ましてコーラー

だって水を飲むのと変わりはない。  

 どうせ喉の渇きを癒すだけ。  

 病んでいる時はとにかく無我夢中で。

  

コーヒーも  緑茶も味は水の如  

   ただ乾きし喉に  流す病める日  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
家族関係をきり出して信用させ、家族
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

聖書の名句･名言  

 

 「……すべての人のために、また王  

とすべての高い地位にある人たちのた

めに願い、祈り、とりなし、……」  

（  Ｉテモテ２：１）

 

以前は、おれおれ詐欺と言っていた

ものが、今はもっと手口が巧妙になり

振り込め詐欺とか、振り込め脅迫と名

を変えて横行している。  

そ の 家 庭 の 個 人 情 報 を 入 手 ？ し て

か、  

本人、警察官、弁護士等に成りすまし

た複数の犯人が、真実味をもって迫り、

現金を振り込ませているのである。  

この度摘発され逮捕された犯行グル

ープは会社組織で、電話係、口座作成

係、現金引き出し係等の仕事の分担を

決め、犯行に及び、百億円も荒稼ぎし

ていた。  

被害者は家族に万一の事があっては

との、極度の不安感と、早く解決しな

ければとの切迫感から理性を失い、言

われるままに多額のものを振り込ませ

らされているのである。  

 一昨年の被害総額は 288 億円、検挙  

率の 5,5%の低さが、事件を蔓延させて

いるとも言われている。  

新聞やテレビでの報道を見聞きする

と、その対処方として、渦中の家族に

直接連絡する。警察の通報する。犯人

の話を否定し一喝する……。が言われ

ていた。  

 ある人は犯人からの電話の合間に、  

 

手元の携帯電話で本人に連絡して、犯

人の嘘を暴いたとか。  

  そんな情況下におかれたら、的確に

対処できるだろうかと、不安がる人が

多いと思う。そんな事を考えていた時

に、「私たちを試みにあわせないで、  

悪からお救いください。」マタイ６ :１３

の主の祈りの一節を改めて示された。

試みにあってからの対処ではなく、  

試みにあわないように、との祈りを、

朝ごとに祈らなければならないと教え

られる。  

  しかしクリスチャンとして、自己防

衛的な祈りだけで良いのだろうか。  

  振り込め詐欺だけでなく、ニセ札の

全国的な使用、ネットのサイト系の多

額請求詐欺、女児誘拐、殺人事件の多

発…。  

  治安が悪くなり、昔は穏やかで善か

った、というだけでなく、罪が行われ

ないように、罪人が神に立ち返り、悔

い改めるようにと、祈る重荷と責任を

覚えさせられる。  

昔の予言者たちは民の罪を嘆き、偽

善者たちを糺し、世に神の御心が行わ

れるように、神のことばを宣くてきた。

  振り込め詐欺事件から鎧を発して、

ク リ ス チ ャ ン の 本 質 的 使 命 に 及 ん だ

が、  

深く覚えたいと思う。  

 

大阪・若狭  牧師

 



で立ち直れました。  で立ち直れました。  

アンド、親は純粋に信者でしたが、  アンド、親は純粋に信者でしたが、  

それはそれで親的に幸せなんだろうと  それはそれで親的に幸せなんだろうと  

思っていました。  思っていました。  

でも、突然の排斥、理由はほとんど  でも、突然の排斥、理由はほとんど  

免罪。とたん、人間扱いされず、挨拶  免罪。とたん、人間扱いされず、挨拶  

もされず無視、無視。  もされず無視、無視。  

姉も熱心であるだけに、会話もでき  姉も熱心であるだけに、会話もでき  

ないらしく…家族なのに、、、親は本  ないらしく…家族なのに、、、親は本  

当に熱心というか純粋だったので世に  当に熱心というか純粋だったので世に  

友達はいないので、大変な孤独だった  友達はいないので、大変な孤独だった  

と思います。  と思います。  

そのことを考えると今でも泣きそう  そのことを考えると今でも泣きそう  

です。ほんと最低です。  です。ほんと最低です。  

この宗教は家族を崩壊させるもの以  この宗教は家族を崩壊させるもの以  

外何者でもない。怒り、怒り、怒り…。外何者でもない。怒り、怒り、怒り…。

怒ってもしょうがないのですがね。  怒ってもしょうがないのですがね。  

            （ｈｕｈｕ）            （ｈｕｈｕ）

  

＊今、改めてかって私の所属していた  ＊今、改めてかって私の所属していた  

教会と比較してみて、確かに「まだエ  教会と比較してみて、確かに「まだエ  

ホバの証人の方がずっとマシでした」  ホバの証人の方がずっとマシでした」  

同じカルトでも、新興宗教のカルト  同じカルトでも、新興宗教のカルト  

にいた方がずっとマシだった、という  にいた方がずっとマシだった、という  

多くの人々の声。いかに、カルト化し  多くの人々の声。いかに、カルト化し  

た教会（パイブルカルト）がひどいか、た教会（パイブルカルト）がひどいか、

認識して欲しいです。  認識して欲しいです。  

私は何も、教会へ行くことを否定し  私は何も、教会へ行くことを否定し  

ている反対論者ではありません。批判  ている反対論者ではありません。批判  

している訳でもない。すばらしい教会  している訳でもない。すばらしい教会  

はたくさんあるし、喜びを持って教会  はたくさんあるし、喜びを持って教会  

へ通っている方もいらっしゃいます。  へ通っている方もいらっしゃいます。  

現在の私は、カルト化した母教会を  現在の私は、カルト化した母教会を  

離れて別の教会へ通っています。  離れて別の教会へ通っています。  

        （カルト教会元信者）        （カルト教会元信者）

  

・・・ 声 ・・・  ・・・ 声 ・・・  

  

＊北朝鮮は「核」を取ったら何も残ら  ＊北朝鮮は「核」を取ったら何も残ら  

ない国のように。  ない国のように。  

 それと同じようにエホバの証人から   それと同じようにエホバの証人から  

「ハルマゲドン」と言う信条を取った  「ハルマゲドン」と言う信条を取った  

ら、特権意識に酔いしれている人間以  ら、特権意識に酔いしれている人間以  

外エホバの組織には留まる人間はいな  外エホバの組織には留まる人間はいな  

い。                   （匿名）い。                   （匿名）

＊５年近く前、自分と宗教を異なる信  ＊５年近く前、自分と宗教を異なる信  

者を拉致監禁して裁判で敗訴した牧師  者を拉致監禁して裁判で敗訴した牧師  

はまだ懲りずにお金を前払いさせて、  はまだ懲りずにお金を前払いさせて、  

改宗カウンセラーをしています。  改宗カウンセラーをしています。  

クリスチャンとして恥ずかしい事で  クリスチャンとして恥ずかしい事で  

す。                   （四季）す。                   （四季）

＊最近家に布教活動に人がきています。＊最近家に布教活動に人がきています。

私の祖母がほだされて、このものみの  私の祖母がほだされて、このものみの  

塔にのめり込みつつあります。  塔にのめり込みつつあります。  

 祖母は布教にくる人に、お菓子など   祖母は布教にくる人に、お菓子など  

をもらってすっかり信じ込んでしまっ  をもらってすっかり信じ込んでしまっ  

ています。  ています。  

 これは良いことなのでしょうか？   これは良いことなのでしょうか？  

私はまだ高校生ですが、高校生にこん  私はまだ高校生ですが、高校生にこん  

なふうに思われているなんて、恥ずか  なふうに思われているなんて、恥ずか  

しいと思って下さい。  しいと思って下さい。  

（静岡県在住  しがない女子高校生）（静岡県在住  しがない女子高校生）

＊元２世でした。自分はこの宗教を子  ＊元２世でした。自分はこの宗教を子  

どもの頃から叩き込まれていたため、  どもの頃から叩き込まれていたため、  

ずっと苦しめられてきました。  ずっと苦しめられてきました。  

ある日発狂し、（まじで）精神病院  ある日発狂し、（まじで）精神病院  

に強制入院とまでいきました。  に強制入院とまでいきました。  

今は自由にやらせてもらっているの  今は自由にやらせてもらっているの  

  

  

  

 


