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希望はある
ジョセフ・ファラー、ワールドネット・デイリー

　　世界の様々な機構が崩壊しつつある。学校

も、法執行機関も、政府もだ。

　　これは偶然ではない。我々が社会秩序維持の

ために依存している政治機構にひびが入り始める

ずっと前から、おもな文化的機関は精神的なより

どころを失っていた。娯楽産業も、報道機関も、

学究機関も、教会さえも例外ではない。

　　この世界がツルツルのすべり坂を下降中であ

ることは、誰もが気づいている。西暦二千年に近

づこうとしている今、人々が、「世界中、悪い

ニュースばかりで、希望などあるのだろうか？」

と問うのも当然のことである。あえて言わせても

らうなら、我々は、沈みゆくタイタニック号に

乗っているのだ。

　　しかし、幸いなことに私は、頼れるのは人間

だけなどと思ってはいない。この宇宙には秩序が

あり、人間よりも偉大な方がいて、その方は頼り

にできる。常に我々を助けるためにいて下さるの

だ。終わりなき世界の計画ばかりか、一人一人の

救いの計画も立てておられる。

　　このような厳しい時世には、聖パウロは、

「義人は信仰によって生きる」と説明した。いつ

か正義が世界を征服するという絶対の信仰がない

なら、私は一日だってやっていけないと思う。苦

悩や苦難や罪や悪があまりにもはびこっているか

らだ。

　　これは人間が、神のおきてに頼るよりも、自

らの知恵に基づいて行動した結果である。聖書に

は、エデンの園に始まって、人間のぞっとするよ

うな愚劣な振る舞いが至る所に記録されている。

　　６千年の人類の歴史において、シナリオはい

つも変わることがない。誰かや、リーダーや組織

や、都市や、国家や、全世界までもが、自分たち

は神よりも物事をわきまえていると決め込むの

だ。そして、その結果は常に惨たんたるものだ。

神を締め出すと、必ず何かの悪がそのスペースを

埋める。

　　しかし、いつか、より良い日が訪れることを

私は確信している。そして、その日は、ほとんど

の人が考えるよりももっと近いと信じている。そ

の日が近づいていると、どうやってわかるのだろ

うか？　なぜなら、地上に来られ、苦難を受け、

死なれ、復活された方、イエス・キリストがそう

言われたからだ。イエス・キリストの再臨は間近

だ。イエスは、様々なしるしに気をつけているよ

うにと言われた。今、そのしるしは至る所にあ

る。イエスの再臨はもうすぐで、実際、戸口に

立っておられる。死んで三日後によみがえられた

のを信じているのと同じくらい、主が三つ目の千

年期に再臨されることを、私は信じている。

　　友よ、あなたの心を開いて、喜んでほしい。

主はよみがえられた。主は本当によみがえられ、

この混乱を正すために、戻って来られようとして

いる。私達はただその真理を布告すればよいの

だ。助けはもうそこに来ている。

バルティック・タイムズ

　　オランダのエラスムス大学のルイト・

ヴェーンホーヴェン教授は、幸せについての

世界データベースをまとめた。４８の産業諸

国の平均寿命と人生をどれだけ楽しんでいる

かを比較したのだ。

　　悲しいかな、バルト海沿岸諸国の国民は

最も暗いという結果が出た。そして、その原

因は、長く暗い冬でもない。アイスランドの

国民は最も幸せな国民という結果になってい

るからだ。

　　あるラトビア人は言った。「我々は少な

くともロシア人には勝っている。それが一番

大事なことだ。」

　　最も悲しい国のリストは以下の通りだ。

　　１．ブルガリア

　　２．ナイジェリア

　　３．ベラルーシ

結果は出た…だが、我々は幸せではない
　　４．ロシア

　　５．ラトビア

　　６．リトアニア

　　７．インド

　　８．エストニア

　　９．ルーマニア

　　１０．南アフリカ

リトアニアの
バイロンとマーシーより
　　この記事は、ＧＮ７５３の、ロシアや

その他の旧ソ連諸国は陰うつだという、

「霊の助け手達を解放する」を裏付けてい

ると思います。「最も悲しい国」には、旧

ソ連共和国が五つも入っていて、「最も悲

しい国」の内、七つは共産国でした。彼ら

に幸せをもたらせる主の光を感謝します！

　　（ダッド：）ハレルヤ！　福音が宣べ伝えら

れている！　主をほめよ！　このような良い強力

な証しが語られているのを聞くと、うれしくて

じっとしておれなくなる！　強い信念を持ち、そ

のために立ち上がることもいとわないこの男性を

主に感謝します。神が彼を祝福されるように！

　　終わりは近い。だから、しっかりつかまって

いなさい。何をするにせよ、じっと座っていては

いけなさい！　立ち上がり、外に出て、主がもう

すぐ来られること、そして自分は勝ち取った魂の

贈り物を捧げて主を歓迎することを人々に告げる

のだ。

　　がんばり続け、あきらめてはならない！　今

の状態について、悪魔にだまされてはならない。

あらゆる危機が頂点に達するようになり、終わり

はまもなくやってくる。だから進み続け、愛し続

け、天の王国に魂を獲得し続けなさい。そうすれ

ば後悔したり、恥ずかしく思ったりすることはな

い！

　　あなたが忠実なら、主は決してあなたのこと

を恥とはされない。主の「来なさい」という声が

地球全体に鳴り響く時、主はあなたのことを誇り

に思われるだろう。その日、あなたは胸を張って

誇る。最後の最後までイエスを支持していたこと

を。それは最高で最大の報酬となる。主からの賞

賛だ。「よくやった」という主の優しい声を聞く

時、すべてが報われるだろう。

　　だから、あきらめてはならない！　困難に屈

服したり、悪魔にだまされたりしてはならない。

やつと戦い、拒み、子羊の血と主のテスティモ

ニーの言葉でやっつけるのだ！　死にいたるまで

自分の命を愛してはならない！　忠実であれ。そ

うすれば、主は決してあなたの期待を裏切らない

だろう！　ハレルヤ！

エンドタイム・ニュース・ダイジェスト
イエスやダッドからのメッセージは太字で書かれています。また、編集者からの言葉は、斜体か、「編集者」と記してあります。

レターからの短い引用は、「 」のしるしがついているか、その後に引用箇所が記されています。
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特集特集特集特集特集 帰ってきたアリエル・シャロン

ワシントン・タイムズと

ロサンゼルス・タイムズからの編集

　　その好戦的な軍事・入植政策により、昔から

大勢の批判を受けてきたアリエル・シャロンが、

突然、イスラエル政界の長老政治家となった。

　　シャロンは、当時、英国領だったパレスチ

ナで開拓民の子として生まれ、１４歳でユダヤ

人の準軍事組織に入り、１９４８年にイスラエ

ルの独立戦争で腹部を撃たれた。

　　戦争終結後は、ダヤンによって、アラブ勢

力と戦う新しい奇襲隊の指揮官に任命された。

１９５３年、報復としてヨルダン川沿いのキビ

ヤ村を急襲した際に、シャロン率いる部隊は、

家々を爆破し、６９人の民間人が死亡した。

シャロンは、村は無人と思っていたと主張して

いるが、同事件によって、イスラエルは初めて

国連安全保障理事会より非難を浴びた。シャロ

ンが大量虐殺にかかわっていたのは、この一件

だけではなかろう。

　　１９８１年には国防相となり、翌年、イスラ

エル軍のレバノン侵攻を命じた。シャロンは、こ

の作戦によってパレスチナ解放機構(ＰＬＯ)をベ

イルートから追い出すのに成功したと主張する

が、彼がイスラエルを泥沼状態に引きずり込んだ

と非難するイスラエル国民は多い。イスラエルは

今なおその状態から抜け出せないでいる。

　　それから、シャロンは国防相を解任された。

これは、１９８２年にサブラとシャティラ難民

キャンプで発生した、マロン派キリスト教徒によ

る何百人ものパレスチナ人の虐殺を故意に事前に

阻止しなかったことが、国家調査委員会によって

判明したためである。しかし、今、シャロンは復

帰した。しかも、強力な存在としてだ。イスラエ

ルがパレスチナ人にどれだけの領土を返還するか

について、強大な発言力を有している。

　　シャロンのように、深い尊敬と熱烈な忠誠心

から、明らかな恐れや嫌悪に至るまで、多種多様

な感情を人々にかきたてるイスラエル人はあまり

いない。しかし、彼を好むと好まざるとに関係な

く、大半のイスラエル人は、シャロンの押しの強

さを認めて、「ブルドーザー」と呼ぶ。

　　その経験と鋭敏さによって、シャロンはネタ

ニヤフ政権から、重要な地位を勝ち取った。国家

基盤相となったシャロンは、精油所や水道設備、

鉄道、幹線道路など、近隣諸国とイスラエルの関

係に大いに影響するものを牛耳っている。

　　シャロンが、イスラエルが固守すべきだと

アリエル・シャロン

主張する領土の構想と基本的信条とは、２０年

前にベギン政権時代に提案したものとさして変

わりはない。シャロンは和平協定について討議

していながら、自国が、将来、戦場になる可能

性を念頭においている。

　　パレスチニア交渉団のサエブ・エレカットの

言葉は、パレスチニア人の心情を表している。

「シャロンは、まさに災難そのものだ。入植と和

平協定のどちらかを問われれば、入植をとるとい

う生い立ちだ。彼は過去の人物なのに、残念なこ

とに、我々の将来を倦作っている。」

　　シャロンは、イスラエルの背骨を形成する

戦略的に有利な場所に作られた入植地は、絶対

にパレスチナ側に渡すべきではなく、ヨルダン

川西岸地区の「安全保障地域」と東西を貫く主

要道路も固守しなくてはならないと主張する。

　　その提案に精通しているある米国の役人

は、「パレスチナ人からすれば、そんな提案は

話にならない」と言った。だがシャロンは、そ

んな言葉には動じない。パレスチナ人には、

「現実はこうなのだ」と告げなければならない

と言う。

　　国会議員であり、左翼のメレツ党のヨシ・

サリド党首は、シャロンはやはり「政治的に

は、あらゆる悪の根源」であり、パレスチナ人

との最終和平交渉のための現実的な提案を行っ

ていないと言う。

　　しかしながら、最近になって、中心的仲介

者であるアラブと米国の政策立案者たちがシャ

ロンに敬意を表するようになった。幾人かのア

ラブとパレスチナの役人は、個人的には、ネタ

ニヤフよりもシャロンと交渉するほうを好む。

シャロンは強硬な提案をするものの、決めたこ

とは必ず実行するとわかっているからだと言

う。役人たちは、ネタニヤフの見解はつかみに

くいと不満を述べる。

　　「シャロンは非常に頑固で厄介だが、少な

くとも自分の立場を明確にするし、いったん同

意に至ったことは全部実行する。ネタニヤフと

大違いで、そこは歓迎できる」と、あるアラブ

外交官は名前を出さないことを条件に、こう

語った。

　　編集者：アリエル・シャロンについて、も

う少し背景を説明するために、ダッドが過去に

語った言葉を幾らかここで紹介します。

&「１９８２年に、イスラエルの国防大臣だっ

たアリエル・シャロンが、ベイルートの『キ

リスト教派』の兵隊が二つの大きな難民キャ

ンプ［チャティラとサブラ］に侵入して、何

千人ものパレスチナ人を虐殺するのを許した

んだ。ベギンもシャロンも、そこにいた将軍

のエイタンも、多分そのすべてを計画し、そ

の全容を知っていたのだろう！　イスラエル

軍や政府の許可や知識もなしにそんなことが

起こったはずはない！

　　イスラエル国家全体が、大勢のテロリス

トやゲリラや戦士や犯罪人や人々を殺した殺

人者たちによって建設されたのだ！　その同

じテロリストたちが今日のイスラエルを牛

耳っている！　イスラエルはちょうどアメリ

カと同じように、暴力を基盤に、暴力によっ

て建国された！

　　イスラエルを支配しているベギンやシャロ

ンやその他のユダヤ人テロリストほどに無慈悲

で反キリストの者たちはいないだろう！　ベギ

ンはテロ組織のイルグーン団の元リーダーだっ

た。そして、エルサレムのキング・デービッ

ド・ホテルの爆破で９０人を越す無実の市民が

死んだ事件の張本人は自分であったと語ってい

る。１９４８年の４月に、パレスチナのデイー

ル・ヤシンの名もないアラブの村に対するイル

グーン団の襲撃を命じ、率いたのもベギンであ

る。その結果、子供も含めた２５４人がどうす

ることもできずに殺された！

　　この残虐行為によってショックを受け、

恐れをなした周辺のアラブ人コミュニティー

は、この知らせが広まると、すぐに自分達の

家や農場や村を捨てて砂漠へと逃げた。イス

ラエルは、彼らも同じ運命にあうと警告した

のだ。４０年たった今日、まさに何百万とい

うホームレスのクリスチャンやイスラム教徒

のパレスチナ人が、イスラエルに隣接したア

ラブ諸国の『難民キャンプ』で、貧困と不潔

さにあえいでいる。(ML #2570:17-18; 1284:

21; 2247:108-109)

　　編集者：最後に、１５年前に書かれた、

ダッドの言葉をもう一つ紹介します。まるで昨

日のことのように聞こえます。預言的だったの

でしょう。ダッドは、以下のように予測し、警

告しています。

&「［シャロンが］次のイスラエル首相になる

と賭けるかね？　だが…シャロンを選ぶな

ら、小難を逃れて、大難に陥ることになるだ

ろう！　シャロンは全中東と対決しようと待

ち構えているような人物である。…アメリカ

の後ろ盾と兵器があれば、彼らにはその力が

ある。誰も彼らを止めることをせず、アメリ

カが援助し続けるなら（アメリカも中東をほ

しがっているから、アメリカはきっとそうす

る）、イスラエルの操り人形によって、彼ら

は構わず支配することになるだろう。」(ML

#1277:62,66)

　　（ダッド：）今はパレスチナ人が苦しんで

いるが、彼らは主と地を治めるようになるだろ

う。彼らの多くが、主を愛する良いクリスチャ

ンだからだ。ネタニヤフのような邪悪な悪人に

よって踏みにじられ、しいたげられている犠牲

者を見るのは悲しいことだ。しかし、私たちは

主がすべてを取りはからっておられるのを知っ

ており、彼らは来るべき世界でより良い人生を

過ごすことだろう。

　　誤解しないでほしいが、パレスヱナ人全員

が善良で「柔和」なわけではない。どの国でも

同じだが、かなり正道を外れている者もいる。

しかし、私はこの哀れなしいたげられた人々が

主を知り、主が彼らの苦しみを軽くして下さる

よう祈った。しかし、その時はまだ来ていな

い。主には完璧な計画があり、それは失敗する

ことがない。主は十分承知でこれらのわざをし

ておられ、ご計画を見届けられるだろう。主を

ほめよ！　このような状況においては、ただ主

を信頼しなければならない。主が最善をご存じ

だからだ。

ＥＮＤは、中立的立場をとる非営利出版物です。掲載された記事はすべて、情報を知らせることのみを目的としています。
転載された記事にある意見や見解は、必ずしもＥＮＤ編集者の意見や見解を反映するものではありません。

天の情報源や地上の編集者によるコメントの著作権はすべて、「ファミリー」に属します。コピーライト© 1998 ファミリー
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特集特集特集特集特集 ＴＶ暴力と価値観

子供が見てやること：ＴＶ暴力

について(クリスチャン・サイエ

ンス・モニター)

保育園での実験の単純さと、結

果のあまりの明確さに、どぎも

を抜かれた親たち

　　２歳から５歳児のクラス

が、テレビで、心の広い紫色の

恐竜「バニー」を見ると、一緒

に歌い、行進し、互いの手を握って、一緒に

笑った。

　　翌日、同じクラスが、好戦的なティーンエ

イジャーの報復者たち、「パワーレンジャー」

を見始めると、数分の内に、空手チョップを

し、ハイキックをし始めた。他の子供に対して

も。

　　「たとえ、番組が子供に教えることを目的

としていなくとも、子供達は常に学んでいるの

で、そこから学んでしまう」と、実験を実施し

た国立メディア及び家庭研究所のデービッド・

ウォルシュは言う。

　　全米テレビ暴力調査によれば、放送局と

ケーブルＴＶ局両方のゴールデンアワー(午後７

時－１１時)の暴力は、１９９４年以来、増加し

ている。そして大半の場合、暴力が、何の悪い

結果や罰もなく、魅力的なきれい事のように描

写されていることが、子供達に深刻な危険を及

ぼすという結論が出ている。

　　「このようなパターンが子供達に、暴力は

望ましいもので、必要で、無痛であると教えて

いる」と、この調査を行ったカリフォルニア大

学サンタバーバラ校のデール・カンケルは言

う。

映像暴力が、道徳観をむしばむ(ザ・エイジ・メ

ルボルン)　社会が物質主義と映像暴力に取りつ

かれているために、大勢の子供達が、道徳観や

精神的価値観がゼロかほとんどないまま成長し

てきている。

　　米国の教育心理学者のダイアン・ティルマ

ンは、物質主義と映像暴力により、「時間や関

心が、伝統的な娯楽や、文化及び精神的価値観

の伝達に注がれておらず、我々は、若者への映

像暴力の深い影響を十分認識していない。今こ

そ、自分たちが作りだしているものに目を向け

るべきである」と語っている。

　　メルボルンで開かれた教育に関する国連主

催の会議で、ティルマンは、近年の米国でのテ

レビ視聴調査では、１１歳の子供はテレビで殺

人を平均１万回も見ていると語った。

　　また別の調査でも、米国民の４５％が、

１００万ドルあれば、テレビを放棄すると言

い、２５％は１００万ドルでは足りないと回答

している。

　　「人はテレビの前に座って、ただ頭の中に

取り入れることができる。その結果、大勢の子

供は、心理的、認知的、情緒的、精神的、社会

的成長に必要不可欠な、子供時代の最も重要な

行動のための時間が制限されて

しまう」とティルマンは語っ

た。

　　（ダッド：）このような研

究成果が発表されると、人々は

何か新しいことを発見したかの

ように感じるのはおかしなこと

だ！　子供たちの頭が暴力で詰

め込まれれば、もちろん彼らは

そのマネし、そのような者になるだろう！　

「人はその心で考えるとおりの人間となる。」

　いつも体制のゴミを心に取り入れ、そのこと

を考え、思い浮かべているなら、そのような者

になるのは当然だ！　この世は自分たちが蒔い

たもの、つまりこのような暴力的なイメージか

ら生じた実を刈り取っているのであり、これか

らもっと刈り取るだろう。

　　悪魔はまさに望む通りの成果を得ている。

子供たちの心と思いにこのような暴力やホラー

を詰め込んでいるだけでなく、それに匹敵する

もの、つまり主や主の愛、聖書や祈りからの良

い影響を取り除くよう、人々をうまく欺いてい

る。だから、子供たちの心にはテレビを使って

獲得した悪魔の独占場以外、何も残っていな

い。そして、やつはそれを最大限に利用してい

る。愛する代わりに人を傷つける、小さな暴力

ロボットになるよう子供たちを洗脳しているの

だ。

この話を聞いたことは…？この話を聞いたことは…？この話を聞いたことは…？この話を聞いたことは…？この話を聞いたことは…？
　　(AP)ドイツの宗教改革者マルチン・
ルターはこう言った。「天国で笑うこと
も許されないなら、天国には行きたくな
い。」
　　クリスチャン・コメディアンのロ
ウェル・Ｄ・ストレイカーも同感だ。ス
トレイカーは、２千以上のジョークを集
めた新著、「ユーモア百科事典」を出版
した。
　　その中から幾つか紹介しよう。ラビ
と牧師と神父が魚釣りに行ったジョーク
を聞いたことがあるだろうか？　全然釣
れないので、ラビと神父はボートから出
て、川の上を歩いて、良いスポットを探
しに行った。
　　牧師もボートから出たものの、一歩
踏み出す度に沈むので、ボートに戻らな
くてはいけなかった。

　　それを見て、ついに神父がラビに
言った。「どこに岩があるか教えたほう
がいいだろうか？」
　　または、ある日曜にメソジスト教会
に足を踏み入れたバプテスト教会の信者
だった老婦人のことは？　牧師から、ど
うしてバプテストなのかと聞かれて、婦
人は、両親も祖父母もバプテストだった
からだと答えた。
　　「それでは、バプテストの信者であ
るのに十分な理由ではありませんな。
じゃあ、ご両親もご祖父母も、どうしよ
うもないバカだったら、どうなさいます
か？」と牧師は尋ねた。
　　即座に婦人は答えた。「じゃあ、私
はメソジストの信者になったでしょ
う。」

スクールデーズ、スクールデーズ

ピストルを持つクールな日々…

読み書き算数

でもマグナムの銃声が聞こえたら

床にふせるのさ

おまえはレイブン.25だけど

９ミリ口径のほうが僕のスタイル…

僕たち二人がこの子供時代を生き延びられるなんて

そんなこと誰が思うものか

ちょっと一息ちょっと一息ちょっと一息ちょっと一息ちょっと一息
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◆アフリカ：

元兵士はただ消え去らない
ロサンゼルス・タイムズ

　　アスマラ、エリトリア-クドゥサム・サイル

が生まれて初めてＡＫ-47対人殺傷用銃器を発射

したのは、１５歳の時だった。小柄でポニーテー

ルをしたこのエリトリア人少女は、それから何年

もしない内に１０人以上のエチオピア兵を殺し

た。アフリカで最も長く続いた独立戦争中に、彼

女は、背中と足と手に銃弾を受けた。

　　「エリトリアの自由のためなら、殺すことも

殺されることもいとわなかった」と、てらう風

も、また気がとがめている様子もなく淡々と語

る。

　　しかし、１９９１年に、アフリカ最大の軍隊

に対する３０年に渡る紛争が終結し、サイルは、

他の何千人ものゲリラ兵と共に、突然、自分の国

を獲得したものの、将来が全く見えない状態に

なった。

　　「祝っているべきだったのだろうけど、平和

のほうが戦争よりもっと怖かったわ。私には戦闘

のための技能しかなかったから」と彼女は言う。

　　このアフリカで最も新しい国家の経済は戦

争によって破壊され、国民一人あたりの年収が

１４９ドルという状態では、就職先もあまりな

かった。

　　しかし、革新的な計画がサイルが生計を立て

ていくのを助けた。傷病兵や元兵士の女性やほと

んど教育を受けていない不熟練者や若者のための

政府のプロジェクトが、新国家の成長を促進した

のだ。

　　現在、３１歳で二児の母であるサイルは、他

の１１人の元女性兵士と共に１９９４年に開いた

店で、手作りの「アイ・ラブ・エリトリア」Ｔ

シャツと、動物の図柄の入ったカラフルなベビー

服を販売している。各自が年に４３０ドルを自分

の収入とし、残りは、事業に還元するのだ。

　　このプログラムは、戦闘兵を働き手と変えた

ばかりか、１９９０年代の国際的大変化への取り

組みともなっている。冷戦と幾つかの小さな紛争

が終結し、大きすぎて高い予算を費やしてきた軍

隊が、次々に縮小化あるいは解隊されている。そ

して、モザンビークからロシアに至るまで、どの

政府も、兵士たちの身の振り方を必死に模索中

だ。

　　これは、世界的難題であり、この１０年で、

世界の軍事従事者数は２５％削減された。冷戦時

代の３千万人から２万２千人に減少したのだ。

　　中国とイラクとロシアは揃って、兵士を約百

万人減らしている。米国国防省は、６９万４千人

の職員の削減を行った。ブルガリア、キューバ、

モザンビーク、ニカラグアとベトナムその他の

１５カ国が、軍隊を半分の規模に縮小している。

　　しかし、１９９０年代に起こった４０のおも

な紛争の内、３分の２を占めているアフリカで

は、問題はいっそう深刻だ。

　　国連関係者によれば、エリトリアは、平和へ

の努力を通して、世界で最も不安定な大陸で最も

安定した国々の一つとなった。

　　アスマラは現在、街頭もきれいにされ、新し

い店やレストランが建ち始めている。犯罪はほと

んどゼロだ。戦争で破壊し尽くされた他の国々で

は、兵士は武器を返却せず、隠したが、エリトリ

アでは、戦闘員の武装解除に成功し、すべての火

器が非合法化され、警察官でさえ銃を携帯してい

ない。

  エリトリアのことを覚えているかい？

(「エリトリア-死んだ馬？」ML #333B参照)ど

うして主がエリトリアのことを気づかっておら

れるのか、私には不思議だった。彼らがとうと

う独立し、国の再建が始まっているのを知って

いたかい？（マリヤ：本当に生き返った死んだ

馬のようね。）そうだ。そこの国民のほとんど

は何か知っているかい？　コブト教会派のクリ

スチャン[エジプトのクリスチャン教会]だよ！

　すごいね？　だから、どうして主が彼らに興

味を持っておられたかがわかる。

　　私は彼らは生き返るという啓示をもらっ

た！　エチオピア人が彼らをたたきのめし、息

の根を止めたと思った時に、生き返るという啓

示だったが、実現した！　（マリヤ：まさに夢

の成就ですね！）そうだ！　主に感謝しよう！

　長年続いた内乱の末に、旧政府が倒され、独

立を宣言して新しい国となった！(ML #2795:

123-124, 2875:23.)

◆アジア：

さらに悪化
　　(ロイター：)金融市場がタイのバーツに最初

の攻撃を仕掛けたのは、１年前だった。予測もし

なかった事態がアジア全体に大々的な影響を及ぼ

した。

　　経済悪化によって最も打撃を受けたインドネ

シアは国内情勢も悪化した。反政府デモの混乱の

中で何百人も死亡し、現在は治安が回復している

ものの、経済危機は続いている。

　　死者の続発は、アジアを見舞うあらゆる悪い

ニュースの中で最新のニュースであり、アジアで

起こっている事に対する見方は変わりつつある。

つまり、さらに暗い見通しになっているのだ。

　　「アジアが峠を越え、最悪の状態を脱したと

人々が信じるのは、楽観的すぎる」と、シンガ

ポールのナショナル・オーストラリア銀行の特許

取引部門のジョン・ヌーナンは、ロイター・テレ

ビで語っている。「アジアに再びひび割れが見え

てきた。」

インドネシアの暴徒は、最近の社会不安の中

で、車に火をつけ、店を略奪した。

　　約１８００万のインドネシア人が、同国の破

壊的な経済危機によって貧困生活を余儀なくさ

れ、しかもこれから何年もその極貧状態が続くだ

ろう、とエコノミストは言う。

　　世界銀行総裁、ジェームズ・ウォルフェン

ソーンは、一日にたったの１ＵＳドルで暮らして

いかなくてはいけないインドネシア人の数は、経

済危機のゆえに、人口二億人の内１１％から２０

％へと、ほぼ倍増するだろうと語っている。　こ

の貧困者のほとんどが、都市部に集中している。

都市部では、昨年、危機が始まって以来、失業率

が倍増し、失業者は約８７０万人にのぼっている

からだ。

　　日本経済も大きな懸念を招いており、それは

ますますつのるばかりだ。巨大な日本経済も、ア

ジア諸国の経済回復の先導役になれないのではな

いかという心配が大きくなっている。

カンボジア人が「失われた世代」を嘆く
　　(ロイター)まだ幼さが残る顔立ちのカンボジ

ア人のサイ・セイハは、自分は１８歳だと言っ

た。そして、権力を憎むので、両親に従うより

は、見知らぬ男たちに体を売るほうがいいと言

う。

　　「家で暮らしていた時には、両親に学校に行

かされた。外に遊びにも行けなかった。そんなの

はごめんだ。楽しいことをしなくてはいけないか

ら、家を出たんだ」とセイハが言うと、友人たち

も同感だとうなずいた。

　　「ここにずっといるつもりで来た。ゲイたち

とセックスすれば、１度に１０ドルは稼げる。そ

うしたら、趣味のスヌーカー［玉突きの一種］も

できるし」とセイハは言う。少年たちは、それを

楽しい生活だと言う。だが、これを社会的メルト

ダウン(溶解)と呼ぶ人々もいる。

　　「今の世代は失われた世代だ」と、カンボジ

ア人社会学者のビット・シーングリムは言う。彼

は、自国の悲惨な過去について書かれた「The

Warrior Heritage(戦士の遺産という意)」の著者

である。シーングリムは、このような状況によっ

て、人口の５０％を占める１８歳以下の人々だけ

でなく、全カンボジア国民が苦難を被ることにな

ると警告している。

　　権力に対する嫌悪は、一般に、十代の若者た

ちにとってはニキビのようにありふれたことだ

が、カンボジアでは、その忌まわしい過去と急速

な社会的変化によって、一般的な反抗心が敵意に

変わってきている。

　　「クメール・ルージュの時代に、家族は引き

離された。もはや家族の一員ではなく、党や革命

の一員だなどと言われた。だから、どうして母親

や姉の言うことを聞かなくてはいけないんだ、と

思うのだ」とシーングリムは言う。

◆ヨーロッパ：

法王が、「暗雲」がたちこめていると警告
ロンドン・タイムズ

　　ローマ法王庁は、二千年を迎えようとしてい

る今、ヨーロッパに「暗雲」がたちこめているの

を懸念しており、ついに法王がヨーロッパ各地の

司教をローマでの会議に召集した。前回のヨー

ロッパの司教会議が開かれたのは１９９１年のこ

とで、１０年以内に次の会議が開催されるのは異

例のことである。これからも、法王の懸念の大き

さがうかがえる。

　　ある法王庁の文書には、ヨーロッパがそのキ

リスト教のルーツを再発見する必要性と、キリス

トの再臨を通しての大陸の救いの可能性について

語られている。

　　さらにその文書には、共産主義の崩壊によっ

て個人の自由が回復したものの、それと同時に、

「頻繁なる精神的価値の不在」が進行している

と、記されている。

　　この執筆者であるジャン・ショッテ枢機卿

は、「寛容さが確実に欠如している」ヨーロッパ

の民主主義の「時代遅れ体制」を批判している。

そして、ヨーロッパ人は、選択の自由の権利を奨

励することで、キリスト教徒の信仰にかかわるも

のを一切「排除」しようとしていると非難してい

る。

　　（ダッド：）少なくとも、ついに事態の深刻

さに目が覚めた人もいるようだ！　少しずつでも

助けにはなるが、この世を飲み込んでいる邪悪な

その他のニュースその他のニュースその他のニュースその他のニュースその他のニュース
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Whose high-tech instrumentation
consists of a rear-view mirror?

WARNING SIGN

その他のニュースその他のニュースその他のニュースその他のニュースその他のニュース
洪水に関しては、その影響力はあまりにも小さ

く、遅すぎる。主だけが、再臨の時に打ち負かす

ことができるだろう！

　　終わりの時のメッセージと、時は短いという

ビジョンによって、できるだけ人々の目を覚ま

し、起こし続けよう。そして、同じことをするよ

うに人々を励ますのだ。この天からのビジョンを

保ち、悪魔の無気力さを人生に入り込ませてはな

らない。この世の一部の人達が目覚め始め、時の

しるしに目を向け始めているのだから、長い間と

ても多くの真理を与え続けられてきたあなた達

は、なおさらそうしているべきではないか！　

「だから、あなたがたも用意をしていなさい。思

いがけない時に人の子が来るからである。」（マ

タイ24:44）

新生ヨーロッパに期待するオランダ
ウォール・ストリート・ジャーナル

　　オランダ人は、愛国心も一切見せず、「欧州

連合」実現への努力をもろ手をあげて歓迎してい

る。その時には、国境はなくなり、各国政府はよ

り巨大な政府に従い、その首都となるブリュッセ

ルがヨーロッパ全体を良心的に統治するようにな

る。

　　大陸中のヨーロッパ人は、まもなく導入され

るユーロのために、自国通貨を廃止することに不

機嫌だが、オランダ人は一向に意に介さない。大

勢のオランダ人が、自国のギルダーに別れを告げ

ることを楽しみにしている。「これから旅行が

ずっと楽になる」と、最近、欧州経済・金融連合

についての本、それも何とスリラーを書いたロエ

ル・ヤンソンは言う。英国人は、ブリュッセルの

謎めいた欧州連合の官僚たちが、バーミンガムの

ような英国の都市に対する権力を増していること

に、心中穏やかではないが、オランダの役人たち

は喜々としている。「ブリュッセルとの直接の接

触が増えるのを期待している」と、マーストリヒ

ト市の副市長セオ・ボーベンスは言う。

　　第二次世界大戦以来、多数の政治家が目標

としたように、ヨーロッパを真に融合させよう

とするなら、ドイツとフランスと英国が、オラ

ンダのように、全ヨーロッパ人が一体となるこ

とに快く応じなくてはならないだろう。「金融

連合が実現するには、一つのヨーロッパとし

て、完全に統合しなくてはならない」と、若い

オランダ外交官のためのハーグの養成アカデ

ミー、クリンゲンダエル研究所の研究主任、

ジャン・ルードは言う。

　　オランダ人は、オランダ人であることより

も、ヨーロッパ人であることのほうが影響力があ

るのを知っている。「我々はまず何よりもヨー

ロッパ人なのだ」と、ヒルデ・ヤンセンは、ロン

ドンのオランダ大使館での、オランダ文化を伝え

る説明の中でこう言っている。しかし、これは真

実だ。オランダ国境は出入りがほとんど自由なの

で、オランダへの旅行者は別の国に着いたことに

あまり気づかないくらいだ。１９９４年に他の欧

州６カ国と協定を結んで以来、誰でも、一般道路

から自由にオランダに入国できるようになった。

入国管理事務所の役人に手を振る必要さえない。

　　オランダの標識は、オランダ語ばかりか、英

語もフランス語もドイツ語もある。外国人がオラ

ンダ語を理解することなど期待していないから

だ。また市場が立つ日は、露店でこの三ヶ国の通

貨が自由にやり取りされている。ベルギーの消防

士は、オランダ国内の火災に駆けつけるし、ドイ

ツの警察官も犯罪者をオランダ国内で自由に追跡

できる。

◆北アメリカ：

上がるものは、ひたすら上がり続けられ

るか？
ウイリアム・パーフ、ロサンゼルス・タイムズ・シンジ

ケート

　　先日、ある友人が、「暴落」という言葉

は、もはや米国人の使用する言葉ではなくなっ

たと言った。ただ株式市場の「反落」が起こる

だけで、反落の時にはただじっと待っていれば

いいのだそうだ。

　　彼は、現在、大企業はもとより、莫大な数

の民間や政治的な実力者グループが、株式市場

をひたすら上昇させることを堅く決意している

ので、株価は上昇あるのみと、説明する。

　　それを聞いて私は驚いた。それは「華麗な

るギャツビー」のギャツビーが１９２９年のぜ

いたくな夏に友人に言った通りの事ではないか

と思ったのだ。私は大恐慌時代の生まれだ。

　　米国市場が上昇するしかないなど、信じられ

ない。私は、昔からの米国人の心得に従う。つま

り、話が眉つばものに聞こえるようなら、多分、

実際に眉つばものなのだろう、ということだ。

祈りから子供達を守る
リンダ・バウエルズ

　　私は、最近、下院議会で、民主党のトラ

フィカント議員(オハイオ州選出)が行なった、

以下の「１分間」演説の突き刺すような真実と

重要性が、頭から離れないでいる。

　　「議長、アラバマ州の学童たちが、祈るこ

とが許されないことに抗議して、学校を欠席し

ております。考えてもみて下さい。我が国は、

学校に銃やレイプや麻薬、それにヘロインや殺

人までありながら、生徒たちは祈ることを許さ

れていない。これは、信じがたいことです！　

祈りなき学校は神なき学校であります。そして

祈りを拒否する国家は、神を拒否する国家であ

ります。そして、神を拒否する国家は、悪魔を

歓迎するかもしれません。」

　　トラフィカント議員は、この演説を、同僚

議員達への以下の痛烈な言葉をもって締めく

くった。「議会の皆さん、憲法では政教分離に

なっていますが、建国者たちは神と米国民を分

離することなど、全く考えていませんでした。

我々には、いかなる常識や道理も残されていま

せん。」

　　建国者たちは、国民を国による宗教の押し

つけから守ろうとしていたのであり、義務的な

無宗教制度として、非宗教的な人間至上主義や

ニューエイジの偶像崇拝を押しつけようとして

いたのではない。

　　現在、神は、余計な事をせず、また、高慢

で盛んに活動している異教徒たちや国家統制主

義者［厳格に中央集権化された政府を奨励する

人々］に面倒をかけていない限りは大目に見ら

れている。そして、そのような者たちこそ、

まっ先に国民からの忠誠を求める。

　　そして子供達は、素早く要点をつかむ。学

校は、何か「良い」ものや「助けになる」もの

に子供達を触れさせないために、わざわざそん

な手間はかけないから、きっと悪いものだと信

じるのだ。

　　ある授業では、子供達は、何らかの種類の

爆発か「ビッグバン」で偶然に宇宙が始まった

と教わる。生命は、何十億年も前に、偶然で全

く意味のない化学反応によって発生したという

のだ。

　　そして次の授業では、宇宙に摂理など無

く、人生には何の目的も意味もなく、人間の始

まりとは、ただぬるぬるした原始的物体にすぎ

ないと告げて土台づくりをした後で、子供達

に、自分に自信を持つことと、生命を尊重する

ことを教え始めるのだ。そして、うまくいかな

いので、どうしてかといぶかる。

　　神から遠ざかることで、我々は神の敵ども

を助長してしまった。我々の文化や本や映画や

芸術や音楽は、どれもこれもいかがわしく、反

社会的なメッセージを描写している。テレビ

は、犯罪者や姦通者や変質者をヒーローに仕立

て上げ、有名人扱いする。

　　学校が教えるごたまぜのメッセージ、文化

が映し出す病的なイメージ、説教壇から語られ

る無気力な説教が、混乱のない意識が生み出す

明確な思考と道徳的識別力によって造り出され

る常識ある社会の、わずかなおもかげさえも破

壊している。

　　宗教ぬきのために、人間の行動が、その善

悪によってではなく、合法か違法かによって判

断される状態にまで成り下がってしまった。法

律を人間の意識に取って代わらせ、法律書を聖

書に取って代わらせたのだ。神ではなく、人間

が支配している。

　　だから、最終的な責任意識はゼロで、悪に

対する寛容性に重点をおきすぎていて、捕まら

ない限り犯罪とはみなさないと考える人間たち

の国になるという危険が切迫している。

　　（ダッド：）わあ、これは強烈だ！　実状

をありのまま語っている！　神なしでは、善良

になる理由も愛情深くなる理由もない。あらゆ

る善、あらゆる愛は神から下ってくるからだ。

神を閉め出してしまうなら、自分のために生き

自分勝手な願望と望みを満足させることしか残

らなくなる。君たちも知っているように、人の

心は欺まんと邪悪さでいっぱいだ。最後には、

それ、悪しか残らなくなる！　つまるところ、

神がいなければ人の善悪に対する概念が向上す

ることなどあろうか？　何をすべきで、何をす

べきではないかと誰が告げてくれるというの

か？　人々は思いのままに、望むままに行動す

るようになる。現代社会やその進んでいる方向

を見てごらん。そのような考え方の行き着く先

を想像すると、ゾッとしてくる！

◆ロシア：

何とかやっていく
エリック・マルゴリス

　　ロシアは、半分の国だ。自由市場は半分だ

け。共産主義も半分。近代化も半分。半分が旧

式。半分ヨーロッパ人。半分アジア人。半分・

警告サイン

これで、エコノミスト全員一致で、景気が下降

するという見通しはないということです。

その他のニュースその他のニュースその他のニュースその他のニュースその他のニュース



6 ENDTIME NEWS DIGEST

民主主義。半分・独裁主義。国民の誰もが、こ

れらの半分のどちらが最終的に勝利するかとい

う質問に多大な関心を持っている。

　　旧共産国ロシアは、過去に大きく逆戻りし

た。現在、この広大な国は、１９００年のロシ

ア帝国にも似ている。善意からだが、権力主義

的な中央政府は、標準時間帯が１２もある広い

領土にその権力を押しつけようとする。金持ち

の商人達はメディアを所有し、産業を独占し、

政治家を株のように売買する。

　　デューマ、つまり国会は、無力なおしゃべ

りの場でしかない。犯罪組織はミニ国家を運営

している。軍隊はよろよろ状態で、官僚主義が

産業を締め付ける。極左と極右の両方が、影に

隠れてあらゆるところでクーデターや革命を画

策している。この不幸の積み重なった山の下で

あえぐのは、長年の苦難に堪えるロシア人であ

り、その生活水準は落ちていくばかりだ。

　　ロシアは、世界でも有数の天然資源の宝庫

だ。石油に天然ガスに鉱物に材木、金、宝石

類。ロシア人は、教養があり、愛国心が強く、

驚くほど立ち直りが速い。それだのに、ロシア

の揺れる経済は、インド経済よりちょっとマシ

という程度で、原始的なゴールドラッシュタイ

プの資本主義しかない。悪徳資本家やマフィア

が国家の富をはぎ取り、少なくとも年に総額

２００億ドルはスイスやモナコにため込んでい

る。

　　政府の統計によ

れば、様々なギャン

グたちが全産業の

６０％を牛耳ってい

る。ロシアで事業を

する者は誰でも保護

料を払うか、合わせ

ると軍隊の人員と変

わらぬ数の社員を有

する言われている民

間の数々の警備会社

から、拳銃を携帯す

るたくましい用心棒

を雇わねばならな

い。この上もなく野

蛮な東洋にようこ

そ。

　　手っ取り早く言えば、巨大な混乱である。

しかし、ロシアはいつもめちゃくちゃな状態

だった。それを何とかやっていくのが、国家的

芸術形式である。現在の苦悩に加えて、ロシア

は現在、ルーブルの大暴落の危機に直面し、不

安定な銀行制度を崩壊させ、何とか今まで遂げ

てきたささやかな進歩も粉々にうち砕く可能性

のある、不吉で残忍なインフレやアジア風の経

済危機にも直面している。

　　いつかロシアは、世界の超大国になること

もできるだろう。同国を富ませ、強力にできる

だけの人的資源も物的資源もある。しかし現

在、組織化、政治的安定、資本金が欠けている

のだ。

　　ロシアの運命は、ボリス・ベレゾフスキー

やレム・バクヒレフ、ウラジミール・ポターニ

ンのような影の事業の大物たちの間の勢力争い

にかかっているのかもしれない。彼らこそ、ロ

シア政府の背後の黒幕だ。この大物銀行家たち

の多くがユダヤ人だという事実が、新たな反ユ

ダヤ主義の高まりを生むかもしれない。いつか

ロシア版ピノチェトか、それよりも悪い人物が

出現して、政権を握るかもしれない。

　　（ダッド：）哀れなロシア人たち。彼らは

いつまでもこのような状態を続けていくことは

できない！　遅かれ早かれ、うんざりくるに違

いない。それは無政府状態、完全な混沌状態へ

とつながる。または、秩序や国家の誇り、国民

の生活水準の向上を約束するひどい独裁者が権

力を握ることになるだろう。

　　あのような暗い国に入り、人々に主の愛を

与えるよう召された愛するファミリーに神の祝

福があるように！　その召しに応えてくれてあ

りがとう。自分にできることをしてくれてあり

がとう。もうすぐだ！　あのようなひどい状態

でこれ以上やっていくことはできない。人々は

もう我慢しないだろう。毎日の生活もままなら

ないことから来るストレスやプレッシャーによ

り、やがて国民は「キレて」、事態は本当に変

わるだろう！

　　ロシア人は代価を払わずに、資本主義の益

をこうむりたいと思っていた。古い共産主義の

見方を保ちながら、資本主義のように暮らした

かったのだ。だが、そのようにはいかない。ど

ちらか一つだ。資本主義と共産主義の両方に仕

えることはできない。彼らは一夜にして変わる

ことができると思ったが、そうできなかった。

ロシア社会は共産主義の理想像にあまりにも定

着してしまっている。それは、とても長い間、

国民の頭の中にたたき込まれてきた。彼らはあ

まりにも短い期間内にとても多くのことをしよ

うとした。そして、事態は良くなる代わりに悪

くなってしまったのだった。

　　一方、益となっているところもある。共産

主拒が崩壊したせいで、私たちや大勢の他のク

リスヱャングループが主の言葉を淘えるために

自由にロシアで働くことができたからだ！

◆南アメリカ：
異常なまでに見かけを気にするチリの
人々
マイアミ・ヘラルド

　　サンティアゴ、チリ-今年初めに、このス

モッグに包まれた首都の憲兵は、驚きの発見を

した。運転中の携帯電話の使用を禁ずる新しい

法律が施行され、ある日、裕福な地区で４９人

が逮捕されたが、そのほぼ３分の１の電話がプ

ラスチックの偽物だったのだ。このおどおどし

た電話の持ち主たちは、見せびらかすためだっ

たと無実を訴えている。

　　このニュースは大いなる衝撃を与え、以

来、ずっと以前から南アメリカのサクセス・ス

トーリーとして考えられていたこの国のモラル

のあり方について、何ヶ月間も議論が続いた。

　　何年にも渡る経済成長と、洪水のように押

し寄せる輸入品が容易に手に入ることから、チ

リは、マクロ経済の神童となったが、大勢のチ

リ国民は、社会学者のトーマス・マウリアンが

呼ぶところの「市民の泥沼、消費者の楽園」の

中でさまよっている。

　　マウリアンは、そのうなぎ昇りのベストセ

ラーである「The Real Chile: Anatomy of a

Myth(チリの実態：神話を解剖する)」で、その

主張を展開している。社会学の教授で５８歳の

マウリアンは、どんな代価もいとわず「経済的

成功に取りつかれている」自国に対する「怒り

と憎悪」をもって、同書を執筆したと述べてい

る。「チリは近代化されたかもしれないが、前

より住み良くなってはいない」と。

　　私がサンティアゴをあちこちまわってみる

と、矛盾は明らかのようだった。誰もがニセ物

の携帯電話の話や、アルト・デ・ラス・コンデ

スの裕福な地区にある、ジャンボ・スーパー

マーケットが、レジの近くに置きっ放しにされ

た沢山のショッピング・カートの処理専門の従

業員を一人雇ったという話をしたがる。どう

も、スーパーの中で、すれ違う知人たちに得意

そうに手を振りながら、高級酒やレバーパテな

どを選び、彼らが見えなくなったら、商品を全

部、置き去りにするらしい。

　　「チリは、イメージ作りの名人になった」

と、フアン・パブロ・オレゴは言う。「だが、

その一方で、サンティアゴの精神病患者数は世

界記録に入り、悪質な運転や犯罪指数の増加も

世界で指折りだ。」

　　持つ者と持たざる者との格差がほとんど記

録破りなのは言うまでもない。チリ国民のわず

か１０％が、国民の全収入の４６％を握ってお

り、拡大するばかりのヱリの貧富の格差は、南

半球諸国でも最悪の部類に入る。

疲れた様子の
ロシアの兵士

コソボに
ようこそ

その他のニュースその他のニュースその他のニュースその他のニュースその他のニュース

おっと...

まだ汚い所が

あった。

民民民民民
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◆飢饉：貧しい者とどん欲な者
　　(ロンドン・タイ

ムズ)救援機関は、十

何カ国もの国で、何十

万もの人々が餓死寸前

であると言う。

　　アフリカは最も被

害が大きく、南スーダ

ンでは、３５万人がそ

の状態にある。東アフ

リカでは、洪水によっ

て、さらに何万人もが

貧窮にあえいでいる。ラテンアメリカの太平洋

岸の国々でも、エルニーニョ現象によって引き

起こされた暴風雨や洪水によって、何十万もの

人が苦難にあっている。エルニーニョは、東南

アジアの多くの地域で干ばつを引き起こし、イ

ンドネシアやパプアニューギニアやフィリピン

で食糧難の地域が広がっている。

　　救援機関が特に心配しているのは、南スー

ダンの飢餓状態の子供達だ。内乱で、何万人も

の人が家を失ったからだ。また、折からの干ば

つが拍車をかけ、大勢の人がちりの中から、草

の種をかき集めるほどの窮状である。

　　さらに南では、大量の雨によって飢饉が発

生している。貧窮者の救済機関オックスファム

によれば、ケニア北部では１９万千人が食糧援

助を必要としており、タンザニアでも、１０万

人がその瀬戸際にいる。ザンビアでは、２万５

千人が緊急援助を必要としている。

　　またオックスファムによれば、ペルーとエ

クアドルの沿岸の洪水によって、何万人もが

ホームレスになり、飢えているということだ。

コロンビアでは、テロ行為と戦闘によって、百

万人近くが家を負われ、その内の訳１０％が緊

急食料援助を必要としている。

　　(ロイター)　たっぷり食べ、裕福な国々

が、世界の飢えた人々を養うことができるプロ

ジェクトを援助するのを惜しんでいると、ある

ノーベル平和賞受賞者は語った。

　　「我々の特権、我々のぜいたくは…ゆくゆ

くは、破滅をもたらす」と、ノーマン・ボー

ローグは言う。彼は、多収性穀物を育成する

「緑の革命」の父として、１９７０年にノーベ

ル平和賞を受けた。その「緑の革命」は、アジ

アで予測されていた飢饉を防いだ。

　　世界中で、約８億人が飢えや栄養失調に苦

しんでいる。しかし、裕福な国々では、食糧が

豊富であるがゆえに、農業研究や世界各地での

食糧不足に対する関心が鈍っていると、ボー

ローグは言っている。また、飢えが政治的不安

定を生み出すこともあると警告している。家庭

に十分な食べ物がなければ、何千万人もが、国

境や砂漠や海を越えて移動することになると言

う。

　　（ダッド：）それは、人間の利己的さ以外

の何ものでもない。人々は利己的になって、仲

間を助けようとはしないのだ。神が人間を助け

られんことを！

スーダンの栄養失調

◆疫病
　　編集者：最近、私達が受け取ってきた、

「あちこちで疫病がはびこり」(ルカ21:11)と

いう聖句に関するニュース記事を吟味(ぎんみ)

していて、その量の多さと、いかに素早く成長

しているかに驚かされました。以下に、地球を

むしばむ病気の数々について簡単な記事を載せ

ます。

　　結核：(ロイター)世界人口の三分の一が結

核にかかり、毎年、３百万人近くが死亡してい

る。結核は空気感染し、素早く止めどなくひろ

がる。感染者の半数が自分が感染していること

に気づいておらず、専門家は、結核の抑制努力

について語るのみだ。撲滅は遠い将来の話で、

世界保健機関(ＷＨＯ)は、今年、結核による死

亡者は史上最高になるだろうと予測している。

　　マラリア：(ＢＢＣ)概算では、２５億人が

いつでもマラリアにかかる危険がある。マラリ

アによる死亡者は、毎年３百万人で、重病者も

５億人にのぼる。大半は、アフリカや南アジア

の熱帯地域だ。最近の調査によれば、マラリア

がこれほども流行しているのは、歴史上なかっ

たという。９０カ国以上で、１年中、あるいは

その一部でマラリアが発生し、最高で３億人が

いつでもマラリアに感染する。

　　エイズ：（ＡＰ）　新しい国連の報告によ

れば、世界中の１０歳から２４歳の人は、毎分

５人がＨＩＶに感染している。国連エイズ合同

計画（ＵＮＡＩＤＳ）の報告は、東ヨーロッパ

がエイズ危機の「次の中心地」になりつつある

と警鐘を鳴らしている。東ヨーロッパでは、

1994年以来、ＨＩＶ感染者数が６倍に増えた。

世界的に広まっているこのＨＩＶ感染はおもに

若い世代をおそっている。３千万のＨＩＶ感染

者の内、少なくとも３分の１が２４歳以下であ

る。毎日世界中で7千人の若者がＨＩＶに感染

し、合計すると毎年２６０万人が感染するの

だ。

　　眠り病：（ＣＮＮ）　アフリカ大陸の、赤

道をはさんだ南北緯度１５度内の狭い範囲に、5

千５百万の命を脅かす小さなハエがいる。それ

が、今世紀最悪の流行病を引き起こす可能性が

あるツェツェバエである。ツェツェバエに刺さ

れると、寄生虫が全身に入り込み、何の処置も

せず放っておくと、ゆっくりと、だが確実に苦

しみながら死を迎えることになる。これは眠り

病と言われ、毎年、新たに２万５千人が感染し

ている。国際医療団のミシェリーン・リッ

チャー博士はその病気にかかる割合は、15%以上

も増えており、「この伝染病はかなり深刻な割

合で広がっている」と言っている。

　　デング熱：（ロイター）　地球温暖化現象

は、洪水や異常気象にとどまらず、デング熱の

ような熱帯病の大流行を引き起こす可能性があ

ると、科学者達は警告している。世界保健機関

(ＷＨＯ)の概算では、現在２５億人がデング熱

にかかる危険にさらされている。1997年、ブラ

ジルでは患者数が２４万人以上と報告され、同

年、ベネズエラでは患者数が３万２千人で死者

は４０人だった。最近ではフィジーで発生し、

患者数は６千５百人で死者は８人だった。

　　肺炎：（ＭＳＮＢＣ）　最近の研究から、

レンサ球菌性肺炎の確認例の半数近くはペニシ

リンに耐性がある事が判明。数年前までは、肺

炎を引き起こす細菌はペニシリンで退治できる

ものと考えられていた。しかし今は、ペニシリ

ンが効かない可能性を考慮しなくてはならな

い。アトランタの米国疫病管理予防センター

(CDC)のジェイ・カトラー博士は、「その細菌が

６５歳以上の人の血液中に入った場合、２０％

が死亡する可能性があり、８０歳以上であれば

死亡率は４０％になる。」と言う。しかし、そ

の連鎖球菌に感染するのは年輩者ばかりではな

い。子供の耳の感染症もほとんどが、その菌が

原因であり、適切な処置を施さないなら、血液

に入り脳に至る事もある。

　　ペスト：（ＡＰ）　致死的な伝染病の予防

や治療のために通常使用される、いかなる抗生

物質も効力がないペスト菌が初めて発見され

た。1300年代ヨーロッパの人口の約4分の1が死

亡したペスト(別名-黒死病)は、ペスト菌をもっ

たネズミの血を吸ったノミ、または感染者のく

しゃみや咳を媒介にして伝染する。世界保健機

関(WHO)は、ペストを、新たに流行しつつある伝

染病とみている。毎年、報告される患者数と発

生地は増大し、1994年には、東アフリカ、マダ

ガスカル、ペルー、インドで流行した。

　　リフトバレー熱：（ＢＢＣ）　出血性リフ

トバレー熱の感染者は現在８万９千人にのぼる

と見られる。そして、ケニアの北東部とソマリ

アで400人以上が死亡した。国連食糧農業機関

(FAO)は、感染した蚊や動物を介して他の国に広

がる恐れがあることから、これを国際伝染病に

指定した。

◆戦争

バチカンが戦争カルチャーを批判

　　(ＣＷＮ)「２１世紀に核兵器は平和と相容

(い)れない」と、ローマ法王庁からの国連・常

任オブザーバーであるレナト・マルチノ大司教

は語った。同大司教は、国連加盟諸国に、核兵

器並びに対人地雷の全廃を求めた。対人地雷

は、概算で、世界各地に１億個も埋められ、

「毎年、２万６千人もの何の罪もない人々」を

殺し続けているという。

　　マルチノ大司教は、「戦争カルチャー」の

「支出の増加」について説明している。「冷戦

終結以来、世界の諸政府の軍事費は毎年８千億

ドルで、軍隊に２千７百万の兵士を維持してい

る。」

　　同大司教によれば、軍事費で特に目立った

減少があるのは、旧ワルシャワ条約に署名して

いた国々だけで、北太平洋条約機構(ＮＡＴＯ)

加盟国は、1987年以来、わずか「10%」減少した

にすぎない。さらに、「毎年の武器売買による

利益、220億ドルの内の90%」が先進諸国のもの

しるし、しるし、時のしるし
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であるという。また、「先進諸国が毎年、軍備

に2210億ドルかけている一方で…人類の60%が

一日に２ドル未満で暮らしていかなくてはなら

ない…そして、現在、百カ国以上が、１０年前

よりも悪い状況にある。結局のところ、千二百

から千八百万人が、飢えに苦しむか、栄養失調

に陥っている。」

　　「予算の優先順序を見直し、予算は、殺す

ためではなく、生命が維持されるよう使われる

べきである」とマルチノ大司教は語っている。

　　（イエス：）見よ、いかに人間は戦争を望

み、破壊を求めるかを！　彼らには逃れる道は

ない。剣で生きる者は剣によって死ぬからであ

る。これがわが法則だ。武器を取る者は、武器

によって報いを受ける。しかし、平和と愛の内

に生きる者はわたしによって守られる。わたし

はわが子供たちが傷つけられるのを許さない。

これからの暗い日々にあって、わたしはあなた

がたを守り、保つ。たとえそれが、わたしのそ

ばに引き寄せることであっても。わたしは細心

の注意をこめてあなたを上に上げ、しっかりと

抱き、この世界と悪から引き出そう。中には倒

れたり、死ぬ者もいるだろうが、決して失われ

ることはない。わたしは彼らをわが胸元に寄

せ、彼らは永遠にわたしと共にいるようになる

からである。

　　まもなく台頭するアンチキリスト政府に

よって大勢が倒れ、その刃（やいば）にかかる

だろう。しかし、たとえ斬りつけられてもあな

たがたはよみがえるだけだ！　あなたがたは宙

に舞い上がり、霊の内でアンチキリストを征服

する。やつらは決してあなたがたの人生を断つ

ことはできないからだ。そして、あなたがたは

わたしを通してかつてなかった以上に力強くな

る。これらの言葉を聞いて、意気そそうしては

ならない。そうではなく勇気を出し、わたしが

自分の者を顧みることを知りなさい。

新たなる国々からの核の脅威

ロサンゼルス・タイムズ

　　この２０年間に一度だけ、世界は、核戦争

の瀬戸際まで行ったことがある。1990年、イン

ドとパキスタンが、カシミール地方をめぐって

の紛争の際に、空軍爆撃機を滑走路に走らせた

のだ。

　　両国の軍事衝突の可能性は、多大である。

この南アジアの二つの強国、つまり、イスラム

教が主要宗教であるパキスタンと、ヒンズー教

が主要宗教であるインドは、1947年に英国から

独立して以来、三つの戦争をしている。

　　インドとパキスタンの最近の核実験は、冷

戦後の背筋の寒くなるような実態を明らかにし

た。今、核戦争を起こす最大の危機は、超大国

間にあるのではなく、アジアと中東で新たに増

加する一方の「新」核所有国にある。

　　米ソは現在も、恐ろしく強力な核ミサイル

を何万発も所有しており、中国とフランスと英

国も何千発も所有する。

　　しかし、時折、不安定になる核からの平和

に対する最大の脅威は、もはや超大国の核兵器

ではない。それらに関しては、1945年の最初の

原爆以来、軍縮の焦点となっている。

　　代わって、現在、最も深刻な脅威となって

いるのが、不安定な地域のより小さな国々であ

る。パキスタンとインドは核兵器を増強してお

り、インドは中距離ミサイルの弾頭になるほど小

さな、新型水素爆弾を開発した。北朝鮮も、核兵

器を一つか二つ隠している可能性があるし、イス

ラエルは、百以上の核兵器を所有している。

　　おまけに、反乱軍やテロリストやギャングの

手に渡った「行く先不明の核」という危険も存在

し、その規模は全く予測がつかない。旧ソ連は、

核兵器や核分裂ミサイルの世界最大の保有国であ

るが、国内情勢は混とんとしている。

　　１０年近くも、米国は、旧ソ連の核兵器庫を

厳重な管理下におくプログラムのために資金援助

してきたが、その取り組みも微々たる効果しかあ

げていない。

　　成功談を一つあげれば、米国政府は、旧ソ連

のグルジア共和国から4.5キロの核物質を除去さ

せた。4.5キロが除去されたのはグッドニュース

だが、バッドニュースもある。まだ４５万キロが

残っているのだ。

◆新世界秩序の進歩
　　(ＣＢＮ)　貿易や金融市場を通して経済的に

国々が結びついてお

り、世界の一部では

絶えず戦争まぎわの

状態にあることか

ら、世界政府が必要

と信じている人々が

いる。

　　グローバル政府

を支持する様々なグループを調査した作家のギャ

リー・カーは、こう語っている。「あと一つ大き

な世界危機が訪れれば、世界政府が実現する見込

みが十分あると、私は信じている。危機というの

は、経済危機や軍事危機、あるいはその両方の組

み合わせである。」

　　カーは、戦争がしばしば、世界統一政体への

動きにつながってきたと言う。第一次世界大戦に

よって国際連盟が設立され、第二次世界大戦に

よって、国際連合が設立された。また、1991年の

湾岸戦争は、「新世界秩序」という言葉が大いに

もてはやされた。当時、ブッシュ大統領が盛んに

使ったキャッチフレーズである。

　　識者たちは、世界政府を推進している幾つも

の団体のことを指摘している。その中には、ゴル

バチョフ元大統領によって創立されたゴルバチョ

フ財団もある。デービッド・アレン・ルイスはそ

の著書、「Signs of His Coming」(「彼の到来

のしるし」の意)で、同財団が主催した1995年の

ある会議について詳しく説明している。この「世

界の情勢フォーラム：新しい文明」は、サンフラ

ンシスコのフェアモント・ホテルとフリーメーソ

ン会館で開催された。ある会議録には、新しい世

界文明のことが語られている。

　　サンフランシスコ・ウイークリー誌で、ゴル

バチョフ財団米国支部長、ジム・ギャリソン・

ジュニアが、世界は、政治や科学や芸術や商業に

おける最高権威者たちからなる「長老評議会」を

必要としていると語っている。ギャリソンは、

「今から20年から30年で、世界政府ができるのは

確実」と予告する。

　　政治経済分野で活動している団体もあれ

ば、ニューエイジのように宗教的分野で活動し

ている団体もある。しかし、近日出版予定の

「The New World Religion」(「新世界宗教」

の意)の著者、ギャリー・カーは、二つの分野が

合わさった団体が多いと言う。

　　ニューエイジの創設以来、「新しい」キリ

ストが予告されてきた、とデービッド・アレ

ン・ルイスは言う。

　　「自分がイエス・キリストを信じていな

かったとしても、たとえキリストの王国の到来

を信じていなかったとしても、結局は、彼らと

同じ考え方をするだろう」とルイスは言う。

「なぜなら、何と言っても、誰でも、世界平和

を実現させようとするなら、世界的支配がなく

てはならないとわかっているからだ。何らかの

グローバルな機能がなければ、世界平和も存在

しないのだ。しかし、成功するグローバル機能

とは、アンチキリストではなく、イエス・キリ

ストの統治だけである。」

　　（ダッド：）アァメン！　救い主なしに完

全な平和など持つことはできない。悪魔の化身

にすぎない偽りの救い主ではなくて、本物の救

い主である。人の心が変わり、戦争を行う者の

心が和らげられるまでは、完全なる平和は来な

い。

　　私たちは、至福千年の最初の頃にそれを多

くすることになる。仲裁に入り、人々が協力し

て共に生きるようにし、反抗者を罰するのだ。

しかし、彼らの心がいったん主によって征服さ

れると、千年の間、平和が続く。イエスがすべ

てを支配し、私たちは主と共に正義の内に治め

るようになる！

　　人類に対する憐れみ、同情、愛のゆえに神

をほめよ。本来ならとっくの昔に人類を片づけ

ていてもよいはずなのに、主は忍耐強く、これ

らの年月の間、私たちに我慢してこられた。人

間が主に反抗し、耳を傾けることを拒むまで、

しばらくの間、今でも我慢しておられる。その

時には、ついに当然の報いを受けるだろう。そ

してその日、大いなる白い御座の裁きの日には

正義が行われる。神の御心が地にも天にも行わ

れますように。

◆空にしるしが…
　　(サンデータイムズ)英国の大手保険会社、ロ

イド社は、西暦二千年に惑星が一列に並ぶ時に、

莫大な額の保険金支払いを余儀なくされるのでは

という占星学上の恐れに直面している。その現象

が、世界各地での多数の自然災害の引き金をひ

くのではと信じる保険業者たちもいる。

　　水星と金星と火星と木星と土星が、月や太

陽と一列に並ぶと、地球への引力が一挙に集中

するので、地震や津波や火山の噴火を引き起こ

すと予測されている。西暦二千年の５月の初め

に起こるこの惑星の整列は、昔から占星家たち

によって盛んに予告されてきたが、今まで真剣

に受けとめられてきたことはなかった。

　　しかし、先週、ロイド社の最大の非マリ

ン・シンジケートであるD.P.マンが、そのよう

な脅威に関する研究グループを発足させた。

　　二つか三つの惑星が整列することは、比較

しるし、しるし、時のしるし
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的よくあることだが、六つが一斉に並ぶという

のは、実に６千年ぶりである。

　　ジュリアン・ソルト博士は、前回の整列に

より、地震や火山の噴火や津波を多発したこと

を裏付ける化石類の証拠があると言う。「それ

らの惑星の引力に影響されて、地殻がずれる可

能性が大いにある。そうなれば、世界中で１～

２キロもの高さの津波や、ハリケーンのような

暴風や火山の噴火を引き起こすかもしれな

い。」

　　そのような災害が、コンピューターの二千

年問題が発生するのと同時期に訪れるかもしれ

ない。二千年問題は、コンピューターの設計ミ

スにより、西暦二千年に世界中でコンピュー

ターの故障が発生すると予測されていることか

ら、保険会社は懸念している。

　　遠い昔から、占星家たちは、惑星が並ぶこと

と、災害やその他の国際的に重要な出来事とを結

びつけてきた。特に際立っていたのは、木星と土

星と天王星と海王星が並んだ時で、それは、３千

５百年間に７度しか起こっていない。

　　前回は1812年で、その整列の後、「夏のない

年」が訪れた。北半球は何ヶ月も凍るような寒さ

となって、作物は壊滅的な被害を受けたために、

各地が飢饉に見舞われた。1962年に、五つの惑星

が並んだ時には、中東を大地震が襲い、イランで

２万人が犠牲になった。ヨーロッパは洪水によっ

て、６百人が犠牲となっている。

　　（イエス：）わたしがあなたがたに語った

言葉を覚えているか。太陽と月と星のしるしが

起こることを？　来るべき終わりをさらに予告

するために、これ以上わたしに何が言えよう

か？　これは、科学者や天文学者でさえも説明

できないことである。懐疑主義者でさえも、そ

の存在を否定できない。それは、全員が見て驚

く天界のショーとなるだろう。人々は、これら

の神の言葉に反論することはできないだろう！

　　これらの事が起こる時をしっかり覚えてい

なさい。これはさらに大きなこと、この世の終

わり、そしてわが再臨を確かに定める事のしる

しとなるからだ。だから気をつけて、できる間

に神の言葉を伝えなさい。夜が迫っている。深

い闇であり、その中では光は消され、わたしの

ために明るく輝くことはさらに大きな犠牲とな

る。やがて来るその日に直面する準備ができて

いるように心を備え、言葉を出しなさい。気を

つけていなさい。あなたの主が来るからであ

る！

◆キリストをカレンダーから締め
出す
ワールド・マガジン

　　非宗教主義の人々が神を公立学校から締め

出せるのなら、カレンダーからキリストを締め

出すこともできるのでは？　「イヤー・ゼロ・

キャンペーン」という記事で、サクラメント市

の職員(二千年問題に取り組むことで生計を立て

ている)コンピューター・プログラマー、アラ

ン・デチャートが、1999年の後は、0年にしよう

と求めていることをクリス・スタンパーが報じ

ている。プロテスタントのユニテリアン派の普

遍救済説論者であるデチャートは、今はニュー

エイジの時代なので、A.D.(西暦)ではなく、

N.E.(新時代)にすべきだと主張している。「世

界の大半の人々は、クリスチャンではない。い

かなる宗教的出来事にも基づかない年号制度こ

そ、妥当であり、公平だと大勢の人が思ってい

る」とデチャートは言う。ゼロ年にする理由に

ついて論争が少ないのは、ゼロ年から始めれば

ちょうど区切りが良いし、世紀の初めと終わり

について混乱がないという点だ。

　　今月、デチャートは、非宗教主義で人間至

上主義者のポール・カーツが、自分の運動を支

持したと公表した。カーツはほほえみながら

言った。「人類は今、人類が世界共通意識を

持っている。これを表現し、過去の狂信的愛国

主義をしのぐような新しい世界倫理が必要とさ

れている。」

　　ゼロ年に向けての努力は、反主流運動に見

えるかもしれないが、他のあらゆる政治的公正

運動も同様だ。クリスマス休暇は、ただの冬休

みとなった。昔からのカレンダーは、イエスを

人間の歴史の中心点においているが、新しいカ

レンダーは、過去を消し去り、歴史をゼロから

始めようとしている。人類の新しい始まりは、

コンピューター時代の到来となる。

◆福音が宣べ伝えられる！
　　聖書ブーム(レリジョン・トゥデー)世界中

の聖書普及団体が、1997年に２千万冊以上の聖

書を配布した。聖書は何百カ国語にも訳され、

ほとんどすべての国で配布された。新約聖書や

福音書の小冊子も含めると、世界合計で5億6千

163万3千376冊になると、ニュージーランド聖書

協会が発表している。1996年に比べると、5.8%

増加している。モザンビークでは84%、リベリア

では27%の伸びである。南米諸国では、最大で

125%も聖書の配布量が増加した聖書普及団体も

ある。「それは、真に価値のある聖句を読むこ

とを通して、変わり、強められた人々の数

だ。」と、ニュージーランド聖書協会のコリ

ン・リードは言う。

　　宣教プラン(レリジョン・トゥデー)ペンテ

コステ・ホーリネス教会は、西暦二千年までに

世界人口の千分の一をクリスチャンにすること

を誓約した。ターゲット2000と題されたプラン

によって、教会に新しい教会員が57万人増える

ことを願っていると、DAWNレポートは報じてい

る。現在、同教会は、1490の教会に12万5千人の

教会員がいる。このプランには、すべての会員

が毎日20分間、宣教活動のために祈ることも含

まれるほか、彼らが福音伝道をし、教会を設立

することも奨励している。ある教会の声明文に

は、こうある。「我々は人々が自分たちの所に

来るのを期待するのではなく、自ら彼らの所に

出て行かねばならない。目標を定めておきなが

ら、それに到達するための戦術を進めないな

ら、時間の無駄だ。」

　　（ダッド：）アァメン！　ファミリーよ、

ゴールを定めなさい！　主の栄光のためにさら

に何千もの魂を獲得するのだ！　あなた達は現

代社会における最高の魂獲得者だ！　この教会

の十分の一ほどの人数しかいないが、一年に百

万人の魂を獲得している。彼らが計画している

数の二倍だ！　イエスのために世界を勝ち取り

続けよう！

　　インド(レリジョン・トゥデー)　インドの

ニューデリーでは、先月の信仰復興運動期間

に、３万人がクリスチャンになるために祈っ

た。ヒンズー教徒からの抗議にもかかわらず、

復興運動集会には大勢が参加し、クリスチャン

になるために祈ったので、もっと詳しく教えて

ほしいというカードが３万枚も集まった。

　　ネパール(レリジョン・トゥデー)　クリス

チャンは、２千年までに、ネパールの全家庭を

訪問することを目指している。ネパールはヒン

ズー教国で改宗させるのは違法だが、「クリス

チャンは政府の規則をほとんど無視してい

る。」と、ユース・フォー・クライストのアー

ト・デヨーはミッション・ネットワーク・

ニュースに語った。政府の役人は、福音伝道を

禁じる法律を徹底させることにはあまり関心が

ない。「今でも犯罪にあたる…しかし、実際に

は、ここ数年、それで投獄された人はいな

い。」とデヨーは言う。

　　シリア(クリスチャン・デイリー・ニュー

ス)　昔からイスラム教国であるシリアでも、キ

リスト教は広まり続けていると、グローバル・

グリンプスは報告している。同国のクリスチャ

ンの熱心な祈りと断食のおかげで、大勢のイス

ラム教徒がイエスに従うと決めていると言う。

政府は今までキリスト教団体に対する規制を緩

(かん)和しつつあり、ある団体は、何千冊もの

新約聖書を印刷し、配布する許可を受け取って

いる。

　　スーダン(レリジョン・トゥデー)　報告に

よれば、イスラム教徒が大半を占めるスーダン

北部のハルトゥームのスラム街で、クリスチャ

ンが増加している。土でできた小さな教会が多

数設立され、イエスの映画が毎晩上映されてい

ると、ジョエル・ニュース・サービスは伝えて

いる。スーダンの全人口の２０％を占めるクリ

スチャンたちの大半が、同国の南部に住んでい

る。ハルトゥームの福音伝道者によれば、最

近、憲法が改正されて、国民がその宗教を実践

し、どこでも教会を設立する自由が保証される

ようになった。この伝道者が、３月にハル

トゥームの街頭で福音伝道キャンペーンを行っ

たところ、三千人以上が集まった。「集会を見

ようと、屋根の上に立つ人達までいた。福音は

全く妨害されていない。これは神の奇跡であ

り、私達のための皆さんの祈りの成果だ。」と

彼は言った。

　　壁から十字架を外す(レリジョン・トゥ

デー)　アーサー・ブレシットは、世界のすべて

の国で十字架を負って歩くよう神から召された

と信じている。彼の目標達成も間近である。

　　５７歳のブレシットは言う。「自分を過激

しるし、しるし、時のしるし
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とは思っていない。ただイエスの召しに従い、

その道すがらに人々に伝道をしているだけだ。

それはごく普通の生き方だと思う。」

　　1969年以来、ブレシットは、底に小さな車

輪のついた12メートルもの十字架を背負って、

全部の大陸のほとんどの国々を歩いてきた。残

りはわずか三ヶ国で、ブレシットは二千年まで

にそこを訪問する予定だ。

　　最近では、イランとシリア、スーダン、ア

フガニスタンへの旅を終えた。数時間しか滞在

しなかったアフガニスタンを除き、どの国で

も、人々は好奇心を持ち、温かく歓迎してくれ

たという。

　　イスラム教のラマダーンの断食の月にイラ

ンを訪れた際に、ブレシットと、常に連れ添っ

ている妻のダニースは、何の妨害にもあわな

かった。「みんな気さくで、誰からも悪い言葉

や態度を示されなかった。イスラム教の国々で

は、十字架はよく受け入れられている。」とブ

レシットは言う。「クリスチャン」という言葉

は、大勢のイスラム教徒にとって悪いイメージ

があるので、ブレシットは自分を「イエスに従

う者」と呼ぶ。「その意味を問われたら、純粋

な福音を相手に教えられるからね。すると、彼

らはそれを尊敬し、もっと知りたいと思うん

だ。」

　　ブレシットは、ジーザス・ピープルで活動

していた時代に、十字架を負うという召しを受

け取った。南カリフォルニアの若者達の間で福

音を説いている時に、ブレシットは、ハリウッ

ドのサンセット通りでコーヒーショップを開い

た。そして1969年の9月に、ブレシットは、十

字架を壁から外してアメリカ全土で背負って歩

くようにと、神から告げられたと言う。「それ

はまるで、『イエスは壁にはいない。人々と共

にいたいのだ。私達の内に神にいてもらうこと

ができる。』と言われたようなものだった」そ

うだ。

　　28年間で、ブレシットは273カ国をまわり、

5万１千キロを旅した。24回逮捕されたし、南ア

メリカでは射撃部隊に脅され、アフリカでは投

石や殴(おう)打を何とか生き延びた。ロサンゼ

ルスでは、警官から首をしめられたと言う。ケ

ニアではヒヒたちに襲われ、タンザニアでは象

に追いかけられ、ジンバブエではワニに脅さ

れ、ガーナでは大型の毒ヘビであるグリーンマ

ンバにかまれる一歩手前だったという。

る電子マネーの開発のために、巨額な投資をし

た。スマート・モンデックス・カードには、小

さなマイクロチップが埋め込まれていて、電子

ドルだけでなく、他に５種類の海外通貨も扱え

るほか、医療略歴や、アパートから自分の職場

まで何でも開けられる個人の電子「キー」の機

能さえあわせ持つ。マスターカードのヘン

リー・ムント最高副社長は、世界統一アクセス

化について、こう語る。「現在、そのカードに

埋め込んでいるチップは、消費者がいつでもど

こにいても、自分のマネーを動かせる究極の基

盤を形成するだろう。将来、実際に起ころうと

しているのは、消費者が各自の必要に応じて自

分のカードをデザインできることだ。それは、

ライフ・スタイル・カードへと、さらに一歩進

むことになると考えている。」電子マネーはす

でに、高速道路から地下鉄まで至る所に存在し

ている。

　　テクノロジーと金融が結合し、一つとなっ

てきている。CATO研究所(本部ワシントン)のウ

イリアム・ニスカネン会長は、「ソフトウエ

アーとマネーの区別は消滅しつつある」と説明

する。そして、現金の世界にこそ、それが最も

あてはまっている。

　　紙幣というのはそれ自体が驚きだ。楽に動

かせ、広く普及している。商取引の基礎となる

複雑な金融動学のことなどまるで考えることな

く、ベビーシッターに金が払える。現金、特に

米ドルは、携帯便利で、貯めたり、交換するこ

ともできる。(ほとんど何でも百ドル紙幣で払

う何千人ものロシアのマフィアに聞いてみたら

いい。)　しかし、紙幣にはひどい欠点もあ

る。無くしたらおしまいだ。せっかく手にして

も、一夜にしてその価値を失うこともある。ア

ジアや、その前は南アメリカで起こったことを

考えてみるとわかる。

　　電子マネーならどうだろう。デジタル・マ

ネーの概念は非常に単純だ。紙に何らかの価値

を持たせるわけではなく、紙幣よりももっと携

帯便利で(何よりも大切なことに)賢い一連の数

字に価値を持たせるのだ。スマート(賢い)マ

ネーだって？　そうだ。デジタルキャッシュ

は、無限に形を変えられるので、紙幣よりもは

るかに正確に取り扱いできる。例えば、あなた

に大学に行っている娘がいて、二千ドルの仕送

りを小切手でする場合を考えてみよう。娘はそ

の金を何に使うだろうか？　本代？　それとも

酒代？　電子キャッシュなら、比較的簡単にお

金が送れる。小遣いを送ったら、その後ははる

かに知的な過程にできるのだ。しかも、銀行の

ような時代遅れのものを要しない。

　　まず、小切手を送らずとも、電子メールに

暗号化してインターネットで送金できる。娘さ

んは好きな方法でそのお金を保管できる。ラッ

プトップ・コンピューターでも、デビット・

カードでも、さらには(余り遠くない将来には)

皮膚の下に埋め込まれたチップにでもよい。そ

して、そのお金が特定された方法でだけ使われ

るようにプログラムすることも可能だ。幾らか

が本代に、幾らかが食費、幾らかが映画に使わ

れるようにすることもできる。少しでも地元の

パブで現金として使えるように指定しておかな

い限り、娘さんは、酒をおごってくれる誰かを

捜すしかない。

　　電子マネーは、紙幣のその他の問題点の幾

つかも解消できる。例えば、電子マネーをなく

しても、直ちにコンピューターに、なくしたデ

ジットを無効にし、全く新しいデジットと交換

するよう命じることができる。そして、ATM(自

動預入れ支払い機)から引き出した途端、利息

がゼロになる紙幣と異なり、スマートマネーは

使うその瞬間まで利息が増え続ける。

　　この「キャッシュ利息現象」はささいな事

と思えるかもしれないが、その他の金融革命全

体、つまり、政府によるお金の独占の消滅につ

ながっているのだ。結局のところ、ルクセンブ

ルグかカリブ海沿いのベリーズ国の小さな銀行

が、電子マネーにもっと利息を払おうと言うな

ら、人々はそれに反論するだろうか？　政府発

行のお金も存在するかもしれないが、それは、

特定の必要にあうようになっていて、無限に両

替や交換ができる、その他の何十もの通貨の一

つでしかなくなるだろう。マネージメント・コ

ンサルタント会社、ヘラクレイトス社(本社ト

ロント)のハワード・グリーンスパン社長は言

う。「電子都市では、マネー革命の最後のス

テップが取られている。通貨が廃止され、消滅

するのだ。」

　　そうかもしれないが、電子マネーは数々の

魅力を持ちながらも、受け入れられるために厳

しい道のりを歩んでいる。「現代の商取引の40

～50％が、現金や小切手で行われている」と、

フィデリティー・インベストメンツ社重役のス

ティーブ・コーンは言う。そして、未だに現金

が気に入っている人々が沢山いる。エコノミス

トのブルース・スクールカは言う。「見なさ

い。コロンビアでは、毎日、現金がいっぱい詰

まった大きな箱を抱えた人が銀行にやって来

る。そんな人物が、追跡可能な電子マネーなど

持って旅行したいと思うだろうか？」

　　実際、電子マネーについてきわめて楽天的

な人々から見れば、それが追跡可能だからこ

そ、現金を主体とした犯罪全体が消えてなくな

るという大きな利点がある。「あまり言いたく

はないが、紙幣こそ、すべての悪の根源だ。」

と言うのは、デジキャッシュの創始者ショウム

だ。彼は、追跡可能な電子マネーによって、一

部の犯罪を根絶させられると主張する。「小切

手で身代金を受け取る誘拐犯がいるだろうか？

　ひとたび電子マネーの基盤ができあがれば、

紙幣からの移行にかかる余分のコストは小さ

い。そして、社会にもたらす益は驚くほどだろ

う。」

　　しかし、最も心配されているのは、そのよ

うに金融が相互に連結することがチャイナシン

ドローム的な現象になりはしないかということ

だ。連結しているコンピューター・ネットワー

ク全体が故障したらどうなるだろう？(そこま

でいかずとも、自分の関係するところで起こる

なら？)　まずい所にハッカーが侵入したら？

　この新しい電子世界は、我々が金融について

知っていることすべてに挑戦を投げかけている

が、経済についてはそうでないかもしれない。

ハイスピードのグローバル経済が、景気循環の

◆刻々と迫るキャッシュレス社会
将来のマネー
タイム

　　現金は全く新しい次元を迎えようとしてい

る。マスターカードは、モンデックスと呼ばれ

パキスタンとアフガニスタンの
国境を行くアーサー・ブレシット

しるし、しるし、時のしるし
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中のにわか景気と不景気の交替に終止符を打つ

のだろうか？　それとも、国境を越えた危険な

鎖交(さこう)を作りだし、例えば、ある年のメ

キシコ経済の悪化が世界的不況をたまたま引き

起こすことになるのだろうか？

　　（ダッド：）ほら、この世自身がこれを活

字にしている！　彼らは人々の興味をこのよう

なキャッシュレスシステムの便利さと有用性に

ゆっくりと向けさせている。まもなくここに書

かれている通りのコンピューターチップ、つま

り極悪非道なサタンによって霊感された獣の刻

印が登場するだろう！

　　御言葉を今すぐ出さなければという緊迫感

を感じている者をあざけり、傍観しながら非難

している者たちは皆、しゃんとして気をつけた

方がいいだろう。これは私たちが書いたもので

はない。この世自身の者たちからの言葉なので

ある。これは、御言葉が真実かどうか疑ってき

た人達の目を覚ますものになるかもしれない。

聖書は、このような事が起こるのを予言してい

る。

　　私はこの事態を当然あるべきほど真剣に受

け止めていない一部の者たちに、少しがっかり

している。これは現実のことで、実現しようと

している。あなた達の目を覚まし、注意を引く

ために主は一体何をしなければならないのか

ね？　目が覚めた時には遅すぎ、ワナにかか

り、だまされ、この世の事にあまりにも忙しす

ぎて何が起きているかわからない自分に気づく

のだろうか？　寝過ごしてしまった愚かな乙女

のようになるのだろうか？　彼女たちも王の到

着についての警告をもらったと思うが、それを

無視して、「ああ、このまま変わりない。いつ

もと一緒だ。また休みましょう」と言ったので

ある。そして、どうなったと思う？　王の到着

を見逃したのである！

　　救いを失うことはないが、怠惰でなまけて

いて、油断していることで報酬を失うことはあ

る。ここそこで忙しくしていたため花婿がいな

くなってしまい、塗油も霊感もなく、自分たち

の神を知っている者が大いなることをするのを

助ける力もないままで外に取り残されてしまう

のだ。ああ、その時にはあなた達は目を覚ま

し、時のしるしがわかるだろう。しかし、それ

では遅すぎる！　あるいは、ほとんど遅すぎて

しまう。ひざまずいて、主にゆるしを求めない

限りは。

　　そのことについて考えてごらん。これから

先のことに目を向け、こう自問するのだ。「将

来の準備となるようなことを今日、しただろう

か？」　あなた達は賢く自分のランプを準備し

ているだろうか？　子供たちを強くするような

ことを注ぎ込んでいるだろうか？　思いと心を

良いもので満たしているだろうか？　あるい

は、道から外れて、心と思いを体制のつまらぬ

アイデアやメッセージで満たしているのだろう

か？

　　そのようなゴミを取り入れることは、ラン

プに水を注いでいるようなものだ！　確かに何

か重いものが入っているように感じるし、中で

チャボチャボいう音が聞こえるだろう。だが、

芯に火をつけてごらん。きっとびっくりする

ぞ！　シューと音を立てて、火は消えてしまう

のだ。主の、良き純粋な油で準備し、備えな

かったからである。主の油はガソリンのような

のもで、それによってランプは燃え、こうこう

と輝くのであり、誰もあなたのことを間違うこ

とはないだろう！　「あれは誰だ？　何と言っ

たのだろう？」と考える者は誰もいなくなる。

そのテスティモニーから、あなた達が主と共に

いたことを知るようになるのだ！

　　あなたはそう言われるだろうか？　あなた

の献身度や主への奉仕についてそのように言わ

れるだろうか？　あなたは良き黄金色の穀物を

蓄えているだろうか？　あるいは悪魔の無価値

な紙のわざを蓄えているのだろうか？　その日

が来た時には、あなたのランプの中には何が

入っているのだろうか？　明るく燃えるのだろ

うか、それとも光は消えてしまうのだろうか？

　選択はあなた次第だ！　あなたは中に取り入

れるものを取り出すようになる。準備している

者だけが道をはっきりと見、他の者たちをまっ

すぐな道へと導くことができる。だから目を覚

まして、ランプを満たしなさい。敵の水を出し

て、力でいっぱいの主の言葉で満たしなさい。

そうすれば、あなた達は非常に明るく燃えるの

で、まわりにいる者全員がそれに気づくように

なる！　いつか主は、「よくやった、わがラン

プよ。よくわたしに仕えた。主の喜びに入りな

さい！」と言って下さるのだ！

　　あなたにもそのように言われるだろうか？

　選択はあなた達次第だ！　今日、何をしてい

るのかね？　イエスのために生きているのか？

　他の人々が主を知ることができるように犠牲

を払っているだろうか？　最後には、それは大

いに報われるものとなる。人々のためにしたこ

とがである。だから今日から忙しくなりなさ

い。そうすれば、来るべき日々にあって明るく

燃えるようになる！　愛している！

バ ン キ ン グ と 自 由 に つ い て の イ ンバ ン キ ン グ と 自 由 に つ い て の イ ンバ ン キ ン グ と 自 由 に つ い て の イ ンバ ン キ ン グ と 自 由 に つ い て の イ ンバ ン キ ン グ と 自 由 に つ い て の イ ン

ターナショナル・ニュースレターターナショナル・ニュースレターターナショナル・ニュースレターターナショナル・ニュースレターターナショナル・ニュースレター

パトリック・オコーナー

　　二、三週間前、私は、自らを

「電子オタク」と呼んでいる親友と

話をした。彼は何気なく、最近、米

国政府が新しい人工衛星を打ち上げたと言っ

た。

　　さして珍しいことでもない、とあなたは思

うかもしれない。しかし、これは普通の人工衛

星ではない。レーダーで地上を探知すると、手

書きの書類さえ読みとれるのだ。車のナンバー

プレートしか読み取れない従来のスパイ衛星か

ら、かなり進歩したものだと友人は言う！

　　友人は、米国政府は壁を通り抜けて透視で

きる衛星を開発中だとも言った。そう聞くと、

シャワーを浴びている時も、ふと考えてしまい

そうだ！

　　世の中がそれほど悪くなってきていること

に懐疑的だった私は、ちょっと調べてみること

にした。「スパイ家業」にかかわっている旧友

たちに電話して、情報をくれるかどうか試して

みた。以下は、それでわかったことの概略だ。

　　電話。米国には、英国の姉妹機関の助けを

借りて、全世界で盗み聞きできる機関がある。

この機関は世界中のすべての会話を聞くわけで

はないが、何かのキーワードを含んだ会話を盗

聴し、記録する。

　　つまり、サリーに電話している時に、ラル

フおじさんの息子が最近、麻薬を売って逮捕さ

れたことについて自分が話したとする。あた

り！…「麻薬を売って」という言葉で、「キー

ワード」コンピューター・プログラムが作動し、

会話は自動的に録音されるのだ。

　　英語だろうと、スペイン語だろうと、ヒン

ドゥスターニー語だろうと、120カ国語はキャッ

チできる。コンピューターは、その全言語を見事

に操るようプログラムされているのだから。

　　これは「ビッグ・イヤー(大きな耳)」という

ニックネームがつけられていて、その会話を記録

して保管し、次に別のプログラムが会話内容を調

べるのだ。このプログラムが、あなたの会話は

「重大」と判断するなら、政府の専門担当官が耳

を傾け、その内容に応じて、さらにあなたの電話

盗聴をするか、あなたのかかわっている事につい

て捜査を開始する。

　　「ビッグ・イヤー」は、会話を文脈で捕らえ

るようにプログラムされていない。だから、

「金」と「ロンダリング(資金洗浄)」を同じ文で

使わないように注意しなくてはいけない。「洗濯

物(英語で「ロンドリー」)のクリーニング代を払

う金もなかったから、親父に金を送ってもらった

んだ。」という具合に。電話での会話は細心の注

意を払うのが賢明だ。たわいもない会話で、

「キーワード」を使って、当局の注目を浴びるこ

とになるかもしれないから。

　　あなたは友人から、私用の電話

回線にかけると、いつも話し中だと

言われたことがあるだろうか？　そ

れなら、セキュリティーの専門家を

呼んで、電話機を調べてもらったほ

うがいい。「フック」の被害にあっ

ているかもしれないから。

　　「フック」というのは、電話機につけら

れる、とても小さく、ほとんど発見不可能な

コンピューター・チップである。それを設置

した人物は、あなたの電話回線に信号を送れ

る。その信号が電話を作動させて送信機代わ

りにし、電話のまわりでの会話をすべて盗聴

者に送ってしまうのだ。するとあなたの私的

な会話も、世界のどこからでも盗聴され、記

録されるようになる。スパイが家庭や職場の

私的な会話を盗聴する度に、電話が話し中に

なるなら、「フック」がつけられているとわ

かる。

　　（ダッド：）諸君、電話での会話に気を

つけた方がよい！　今は比較的平和でオープ

ンな時かのように思われるが、敵はいつでも

見ていて、聞いており、世界政府の職員の中

にはあなたの電話を盗聴している者かいるか

もしれない。あなたは悪を行っているわけで

はないが、あらゆる種類の悪から遠ざかり、

あなたや電話で話している愛するファミリー

メンバーに問題を起こすようなことは一切言

わない方がいい。ヘビのように賢く、ハトの

ように柔和になりなさい。

ビッグ・ブラザーが耳をそばだて、見張っている

しるし、しるし、時のしるし
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　　第一人者が語る(UPI)　テッド・ターナー

が、ヴァージニア・コモンウェルス大学で卒業

生たちに向けて、人生には、大儲(もう)けする

ことよりも大切なことがあると語った。メディ

ア王であるターナーは、「大金持ちになった」

と言われるだけの資格もあると語ったが、CNN、

TBS、TNTの創立者であり、アトランタ・ブレー

ブスのオーナーでもある彼は、何よりも家族の

ことを誇りに思っていると聴衆に語った。卒業

生たちに、家庭を優先させ、必ず自分が楽しめ

るような職業につくよう勧めた。また、「あま

りテレビばかり」見ないようにとも助言した。

　　韓国で、毎日２５人が自殺(AP)　韓国では

１日に平均２５人が自殺しており、そのほとん

どは、悪化した経済情勢に絶望したためと見ら

れている。何千もの会社が倒産し、12月に、経

済危機からの救済をIMFに求めて以来、失業者数

も倍増し、150万人を越えた。高金利と貸し渋り

のゆえに、多数の家庭が破産した。儒教社会の

韓国では、男性は、事業の失敗や家族を養えな

いことを恥辱と考えることが多い。

　　子供の予防接種が自閉症に関係か(BBC)　ロ

イヤル・フリー病院の医師たちの研究結果によ

れば、一般の子供向け予防接種は自閉症に関係

しており、腸の疾患を引き起こしている可能性

がある。賛否両論が交わされている、はしかと

おたふくかぜと風疹の三種混合・予防接種を一

回受けた子供が、その直後にその振る舞いがが

らっと代わったことから、研究チームの責任者

であるアンドリュー・ウエイクフィールド博士

は、警告を発している。また同博士は、三種の

ワクチンの組み合わせは、体内の免疫機構に負

担をかけすぎるので、腸の病気の原因となる可

能性があると考えている。

　　体についての動かぬ証拠 (ロンドン・タイ

ムズ)　人間は一生の内で、３年半を食べること

に費やし、しゃべることに12ヶ月、キスに2週間

費やす。トイレで6ヶ月過ごし、死んだ皮膚を19

キロ落とす。幼い子供を追いかけるのに疲れた

親は、子供が2歳になる頃には、150キロもはい

はいしていることを知るだろう。他にも様々な

興味深い事実が、テレビシリーズ「人体」のBBC

の調査チームによって明らかにされた。

　　フランスで、外国からの最新の侵入者は、

「脂肪」(ロイター)　フランスでは、ハンバー

ガーやハリウッド映画に続いて、脂肪過多が最

新の外国からの侵入者である。フランスの日刊

紙ル・パリジャンは、「肥満こそ、大西洋の向

こう側から来て、ヨーロッパをむしばんでいる

疫病だ」と報じている。調査によれば、フラン

ス人の37%にあたる1600万人が太りすぎである。

そして8%以上が肥満である。つまり、健康にい

ちじるしい害を及ぼす原因となるほど太りすぎ

ているということだ。そして、1%は極度の肥満

である。栄養専門家たちは、何年も前から、フ

ランス人が高脂肪の物を食べる量が増え続け、

運動量はますます減っていることから、米国人

の道をたどろうとしていると警告している。

　　殉教者(クリスチャン・デイリー・ニュー

ス)　インターナショナル・ブリティン・オブ・

ミッショナリー・リサーチ１月号に掲載された

概算では、世界中での毎年のクリスチャン殉教

者数の平均は、16万3千人である。

　　妊娠の「ふしぎ」(ワシントン・ポスト)　

統計によれば、１年以上、避妊なしのセックス

をだいたい毎週１回行ってきた女性のほぼ10人

に9人が妊娠している。しかし、大半の人はそう

考えていない。ヘンリー・Ｊ・カイザー・ファ

ミリー財団による全国区調査では、定期的に

セックスしていながら妊娠すると考える人は、

女性のわずか58％、そして、男性の55％にすぎ

ない。

　　子供とイボ(AP)　米国では、約４千万人

が、良性ながら、手や顔や足に広がる伝染性の

イボができており、その大半は子供や若者であ

る。イボが、ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と呼ばれ

るウイルスによる感染で生じることに気づいて

いる人は少ない。イボのウイルスは、皮膚が直

接触れることで広がり、小さな切り傷やすり傷

によって皮膚に侵入することがよくある。その

予防法を幾つか紹介すると…。爪をかまない。

皮膚がかさかさに渇ききっている時にはうるお

いを与える、シャワーの後で更衣室やプールサ

イドを裸足で歩かない、頻繁に手を洗い、タオ

ルや浴用タオルを共有しない。

　　浪費する米国人(フォーチュン)　ジュリ

エット・ショーアはその新著「The Overspent

American」(「浪費する米国人」の意)で、米国

人は、一生を近所の人に遅れまいと見栄を張る

ことに費やし、近所の人も同じことをしてい

る、と述べている。ショーアは、「わずかばか

りの貯蓄、あわただしい生活ペース、環境悪

化、見栄を張っての出費、消費者の自制の欠

如」を指摘する。誰のせいだろうか？　テレビ

だ。実際にそれが映し出す生活様式を実行出来

る人などほとんどいないのに、何かそうなろう

と努力するのだ。ショーアの調査結果でさらに

興味深いのは、テレビの視聴時間が長い人ほ

ど、貯蓄が少ないという点だ。ショーアの概算

では、テレビの１週間の平均視聴時間の１時間

毎に、年間貯蓄が208ドルずつ減っている。これ

を額面通りに受け取るなら、米国のすべてのテ

レビを放り出せば、米国の個人貯蓄は倍増する

ということだ。

　　中東と世界の水不足(ヴェルト)　世界中で

20億以上の人は、きれいな飲料水がない。そし

て、水不足に悩む国々は世界中で80カ国以上も

ある。世界の飲料水の70％が農業に使用されて

いる。海水は、地球の水資源の97％を占めてお

り、残りの新鮮な3％の水の内、３分の２が北極

と南極にある。というわけで、人類が使用する

のはわずか1％にすぎず、それさえも汚染と浪費

にさらされている。

　　映画が現実に？(JVIM)「ガタカ」の映画

は、科学者たちが遺伝的に優勢な階級の人間た

ちを作り出せる時代を描いていた。そこでは、

自然な方法で妊娠した人間たちは、社会の底辺

に追いやられていた。

現代の研究者たちは、

そのような世界は不可

能だとしながらも、一

部の人が考えるより

も、それに近づいてい

ると言う。遺伝子両方

の先駆者であるＷ・フ

レンチ・アンダーソン

は言う。「遺伝子改良

は実現する。その基礎科学はすでに存在してい

るが、あと10年か15年たたないと、遺伝子転送

を倫理的に行えるほどの能力と安全性が保証さ

れないだろう。」

　　シンプル・チェックが、ヨーロッパの道路

で９千人の命を救える(ロイター)運転者と同乗

者が簡単な１０秒の安全チェックをするだけ

で、ヨーロッパの道路で９千人以上が死なずに

すむだろう。道路安全キャンペーンは、四つの

おもな安全ポイントを強調している。そのキャ

ンペーンは、子供をしっかり固定されたチャイ

ルドシートに座らせてシートベルトをするこ

と、車の前後両方の座席でシートベルトを常に

着用すること、車内の後部の棚に荷物を乗せる

のではなく、トランクに入れること、むち打ち

事故で首をケガしないために、頭支えは十分高

くすることを奨励している。「衝突テストのビ

デオで、固定されていない子供がどうなるかを

見せること…は、すべての運転者や同乗者に、

シートベルトを着用しなくてはいけないと確信

させるのに最も効果がある。」と、欧州運輸長

官のニール・キノックがある声明で述べてい

る。キノックは、２０年近く前に事故にあった

時にシートベルトで命拾いして以来、熱心な道

路安全提唱者となっている。

　　暴力が米国の公立学校の10%に達する(AP)　

ホワイトハウスが発表した、同種の調査として

初めて実施された調査によれば、米国の公立学

校の10校に1校で、昨年、レイプや強盗などの重

犯罪が発生している。全米の全公立学校では、

概算で1万1千件の身体攻撃や武器を使っての喧

嘩が起こっている。その内訳は、強盗が7千件、

レイプやその他の性的暴力が4千件である。

　　厚生省研究班が、光の点滅が発作の原因と

発表(共同)(日本の)厚生省研究班は、人気アニ

メ番組のカラーの強い光刺激が何百人もの子供

に害を及ぼしたことから、そのような光の危険

性について警告した。脳が正常に機能している

人が、強力な閃光を見ると脳に異常をきたす可

能性があると、研究班は報告している。そして

その報告書で、テレビを見る時には十分な明か

りのある部屋で１メートル以上離れて見るこ

と、また、コンピューター・ゲームなどは、強

い視覚刺激を控えることを呼びかけている。

　　愚かな科学(ワシントン・ポスト)マーク・

アブラハムズは、最悪の科学研究を探し出し

て、やり玉にあげることに生涯を捧げている。

この七年間に、アブラハムズは、「Ig」ノーベ

ル賞（英語で「Ig-Novel」を「Ignoble(卑し

い、下品な、の意味)にひっかけている」を主宰

(さい)してきた。これらのブービー賞は、あま

りにもぞっとするか、ばかばかしすぎて、でっ

ちあげそうもない研究に与えられる。アブラハ

ムズは、「そういうのをわざわざでっちあげた

いと思うだろうか」と言う。今までにその

「Ig」ノーベル賞が授与されたのは、ハトにピ

カソとモネの絵画を区別できるように教えた心

理学者チームや、朝食のシリアルはどうしてべ

ちょべちょになるのかを調べた研究者たち、そ

れに車のフロントガラスに当たってつぶれた虫

をどう見分けるかについて本を書いた動物学者

などである。また、バターを塗ったトーストが

落ちると、普通、バターの塗られた側が床につ

くことを証明した英国の物理学者や、「ラリっ

たブタのサルモネラ菌排出」論文の著者にも授

与された。
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