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元プレイボーイバニーが

セックスと救いに

ついて語る

　　私の名前はアン、一般に言う高級娼婦だっ

た。たくさんの人とメイクラブしたわ。よい時も

たくさんあったけど、悪い時もあった。たくさん

のお金を持っていた時もあれば、お金に苦労する

経験もしたわ。私は容姿に恵まれていたお陰で、

色んなとこに行ったり、たくさんのきれいなもの

を買ってもらうことができた。でもしばらくする

と、ステキな物に囲まれた生活なんて何の意味も

なさなくなったわ。一つ言えることは、物って、

たくさんあればあるほど、もっとほしくなるって

いうこと。決して満足することはないの。いつも

もっとほしくなるのよ。

　　私は自分の職業を楽しんでた内の一人。

セックスやメイクラブは好きだったし、男の人

が好きだった。選り好みも結構できたわ。ハン

サムな人もいればお金持ちの人もいた。幸せな

時もあったけど、完全に満足することはなかっ

た。本当に幸せではなかったの。自分の容姿や

スタイルについてたくさんの誉め言葉をもらっ

て、それはそれで嬉しかったけれど、私自身、

美しい顔やスタイルの中にある本当の私につい

て何か言ってくれる人はほとんどいなかった。

そのせいで、かなりふさぎ込み、落ち込むよう

になったものよ。

　　長年の経験から、大勢の知り合いや男友だ

ちを通して、私は人の心はどこでも同じだって

ことに気づいた。気ままにセックスをして愛し

合うのも、その時はステキだけれど、それは続

かなくて、完全には満たしてくれないの。神が
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ご自分で満たすようにと造られた

心の空間は満たされないから。

　　そのことは、死ぬまで知らな

かったけど、イエスのことは信じ

てたわ。そうね、私たち[プレイ

ボーイ]バニーは、イエスが聖書

の中で言われた娼婦のようなもの

よ。自分で自分は正しいと言って

まわるような人たちよりも、先に

マ
マ

天国に入るのね。私には弱点や欠点

もあったけど、人を見れば、誠実な

人かどうかわかったわ。

　　私のようなライフスタイルはそう長くは続かな

い。競争の世界で、若々しい体や新しいきれいな子

が次々にくるから、すぐに締め出されちゃうの。私

なんて、長く続いたほうだけれど、それはきっと、

性格が強くて、自分の思っていることをはっきり言

うだけのガッツを持っていたからね。

　　でも私の人生はそう長くは続かなかった。４０

までももたなかったわ。何で死んだのか結局ハッキ

リしなかったけど、ただ身体が弱くなって衰退して

いったの。医者は、何かの神経疾患か麻痺だと言っ

たけれど、神さまは私の時が来たのを知っていて、

何もない失望の人生から私を解放したかったに違い

ないわ。私を霊の世界へと連れていって、神ご自身

のことや愛について教えてくれた。子供の頃は、神

様のことよく知らなかったけれど、それでも神様

のことを愛していた。そして天国に行ってから、そ

の神様についてもっと学んだの。

　　地上を離れて霊の世界に入ってからたくさんの

ことを学んだけれど、本当は、イエスについて最初

に学んだのは地上でのことだったのよ。イエスを愛

する男の人に出会ったの。多分みんな「イエスを愛

する男がプレイボーイバニーと何をしてたんだ？」

と思うわよね。そうよ、それこそ私が知りたかった

ことよ。彼はプレイボーイクラブで何をしていたの

かしら？　彼はあちこち旅をして回るセールスマン

で、仕事で街に来ていた。寂しそうなのが分かった

わ。夕暮れ時に話を始めて、また会うように取り

驚きですね。証しがどれだけ人の人生を変えるかは測

りしれません。もちろんレターの中でダッドは、私た

ちが行った様々なナイトクラブの事や、彼がフレッド

ジョーダンのセールスマンとして出張していた時に一

緒に過ごした女性たちについて話していました。具体

的にこの女性についてダッドが私に話したかどうか覚

えていないので、これについて何か言いたい事がある

か彼に聞いてみました。これがその返答です。

そう、アンは私の改宗者の一

人だ！　主をほめよ！　アン

に初めて会ったのは、ロサン

ゼルスで、フレッドジョーダ

ンの「チャーチ・イン・ザ・

ホーム」の出演契約をしよう

として短い出張に出ていた時

のことだ。イブから離れて一

人で旅をしていた時は孤独な

夜がたくさんあって、時々は

一回で2,3週間離れていた。だ

からレターの中で言ったよう

に、誰か一緒にいてくれる人

を探したんだ。彼女は優しい

女の子だったが、主を知らな

い大勢の人たちのように中身

が空っぽだった。そんなに一

緒に時間は過ごさなかった

が、いつもの習慣で女の子に

証しをし、少なくともどれだ

け主が彼らを愛していて、ど

うやって天国での場所を見つ

けられるかを教えようとし

た。それでアンは申し出を受

け入れたんだよ！ 彼女だけ

じゃなくて、私が言うところ

の簡単な証しを通して天国に

送られた大勢の人々と会うの

は素晴らしい！　あなたの手

本がどれほど遠く広く影響を

及ぼすかは決して分からな

い。それを軽視してはいけな

いよ！

ダ
ッ
ド



4

決めたの。

　　その出会いは、それまでで一番変わった体験

だったわ。この男性が私のベッドにいて、メイク

ラブの後で話をしてると、話は宗教やイエスのこと

になって、彼はこう言うの。「僕は教会通いのクリ

スチャンではなく、主を信じていて、神は愛だ」っ

て。彼が正しかったのがわかるわ。なぜなら今はイ

エスや彼の愛について自分で学ぶチャンスがもっと

あるもの。

　　彼は神の人だった。その時彼はまだ自分の

使命に気づいていなかったけれど、神は特別

な目的のために彼を召されておられ、彼

はすぐにその召しを見つけ、今は私

も知ってる。彼の名前はデービッ

ド、最終的に彼はファミリーを始

めて、あなたもそこにいられる

という祝福を受けているわ。す

ごいと思わない？

　　あの一夜の情事を通して私

の心に種が蒔かれたのよ。あの

人が意図的に分かっててしたの

か、どうやって話がそうなった

のか分からないけど、彼があの夜

に話してくれたことは決して忘れ

なかったわ。私に命があるのは、彼

の忠実さと救いを与えてくれたことの

おかげよ。

　　今は真理についてもっともっとたくさ

ん学んでいるわ。愛が一番大切なことで、

セックスや女性が美しくあることは何も悪い

ことはなく、ただそれがあまりに大切なこと

にならないよう気をつける必要があるだけ。

自分の体を、利己的な理由や物を得るた

めや、自分に栄光を帰せるために用い

るのは正しい事じゃないし、よくな

い事だけど、神を高めたり他の

人に愛を伝えるために用いる

なら、何も悪いことではな

いと教わった。悪いのは

利己的に得ようとするこ

とで、自然の美しさや

セックス自体は悪くないのよ。

　　だから今度、奥さんか旦那さんか恋人と愛し

合って大きな喜びや安心感が得られたなら、そのあ

なたが感じる安心感と喜びと幸せはイエスからの祝

福だって思ってね。それは、あなたのための神の愛

の現れで、イエスを人生と心に受け入れることで霊

の内に永遠に得られるものの、肉体的な現れな

の。-- 永遠に終わる事のない絶頂感よ。ハ！ きっ

とみんなの関心を引いたわね。本当のところ、「終

わることのない永遠の絶頂感」というの

が、イエスと彼の愛を最高に表現して

いるわ！

　　ヒューヘフナー

氏のプレイボーイ社

は、1960年、初めて

のプレイボーイクラ

ブをシカゴに開い

た。クラブは、食事

と「男性向けエン

ターテイメント」を

提供し、うさぎの耳

としっぽのついた、

肌を露出する衣装を

つけたプレイボーイ

バニーとして知られ

る女性スタッフメン

バーを売り物とし

た。
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霊
の

こ
と

問：空飛ぶ円盤（ＵＦＯ）が目撃されたという

報告がありますが、本物ですか？　異星人か、

それとも飛びまわっている天使ですか？質
言の答え：わたしの霊達は、善い方悪い方両方ともそのような

形で飛ぶ。人の理解を超えた旅の仕方だが、恐れる事はない。

あなたを傷つけることはできないから。邪悪な霊はものすごい力を

持っているが、わたしの天使や守衛や保護警備隊の力に比べたら微々たるも

のだ。

　　けれども、地上には類似した移動方法を研究し、学び、開発した者達が

いる。だが、それがアンチキリストの策略の一つとなるので、彼らはこれを

極秘にしている。彼はしるしと不思議とをもってやってくるが、これはその

不思議の一つとなるだろう。これは人々が彼に対して畏れの念を抱くように

させ、「この世界の外」からやってきたスーパーマンに違いないと思わせ

る。人々の思いは並外れた超人、超人類を信じるように準備されている。

預
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 アルバートが語る

　　ピエールは幼い頃からの友人だった。彼は

陽気で冒険好きな性格で、私たちは共に幸せな

日々を過ごした。だが、もうそれも変わってし

まった。今日はピエールに会いに行くのだが、

彼は、もうここ数ヶ月の間、ふさぎ込み、神経

質で、痛みに苦しんでおり、今日も同じだろ

う。親友のピエールはガンを患（わずら）って

いるのだ。信じがたいことだが、現実だった。

彼はゆっくりと死に向かっていて、だんだん衰

弱していた。私も彼と共に死んでいくような気

持ちだった。

　　あの日ピエールの家に向かって川沿いを

運転しながら、医者の言ったことを考えてい

た。仮テストによれば、私の骨髄が彼の命を救

うことができるそうだ。私は自分が利己的で卑

怯で偽善者のように感じた。人間性を試されて

いるように感じ、どこかの医者に自分の骨髄を

ほじくり出されるなんてとんでもないことだと

思った。骨髄移植の科学は完成されておらず

危険が伴う。だが、ピエールを拒むことなど

どうして考えられるのか？　私は一体どうし

てしまったんだ？　どんな人でも正常に考え

れば、たとえ自分が傷ついても親友を助ける

のをためらいはしないだろう。私は、ピエー

ルを助けないことで、罪悪感に悩まされて生

きていくという思いに苦しめられながらも、

手術をして苦痛を味わわなければならないの

にも耐えられない気持ちでいた。

　　聖アウグスティヌス教会の前を通りすぎ

た。神のことを思い起こさせるものを見て、

私はふと、心の内で神の導きを求めて祈っ

た。「思い切って手術をして、間違ってかた

わにでもなったりしたら？」、「神が私を

守ってくれるっていう保証がどこにあるの

か？　もしものことがあったら…？」

　　前の晩、ベッドの上で一晩中寝返りを打
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ちながらプラスとマイナス面をじっくりと考え

た。友の命を救うであろうこの治療をするな

ら、最悪の場合にはどんな事態になるだろうか

と思いをめぐらした。

　　翌朝、最悪の事態が起こらないという確信

が強まったわけではなかったが、手術をしてみ

ることについて心に平安が宿るまでになった。

友を助けるためなら、できることを喜んですべ

きだ。私は自分の命を神の御手に委ねた。神は

すべてのことを扱えるほど十分に大きな方だ。

　　その日ピエールは、ここ数ヶ月間と変わ

らない状態でいた。周囲は何もかも同じだ。公

園にいる人達も、聖アウグスティヌス教会も。

それでも私は違っていた。まるで、何かが起こ

る前触れの大きな波が私の内でわきあがってい

るようだった。何かが起こる瀬戸際にいるよう

だった。

　　私は手術に同意したが、結局医者は私の骨

髄は合わないと判定した。私はがっかりした。

彼を助けるために本当に何でも与えるつもり

だったのに。私たちが期待していた奇跡は起き

なかったが、それでもピエールは私に感謝し続

けた。それはピエールにもっと良いものを与え

たようだった。私が心から気づかっていると

知ったからだ。私が部屋に入るたびに、痛みに

もかかわらず彼はもっと幸せそうだった。

　　私が手術しないと決めていたら、どうなっ

ていただろうか。ピエールが、自分がどれだけ

愛されているか知ることはなかった。彼の命を

救うことは私の責任ではなかったが、彼のため

に自分にできることをするのは私の責任だっ

た。そしてそれが、ピエールが本当に必要とし

ていたすべてだった。彼は私が、彼の命を救う

ためなら危険を承知の上で、何でも喜んで与え

るほど気づかっている友だということを知る必

要があったのだ。

私は、ピエールを

助けないことで、

罪悪感に悩まされて

生きていくという

思いに苦しんでいた。

彼の命を救うことは

私の責任ではなかった...
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　　私の家族は農地もあればプラ

ンテーションもあり、奴隷も大勢

いました。私も自分の奴隷という

か、付添人と呼んでいた人がいま

した。一家の所有地の畑や農地で

働いていた奴隷の数は１００人近

くいたと思いますが、全員が黒人

でした。立派な白人はどんなこと

があっても、奴隷たちと一緒に働

く姿を見られたくありませんでし

た。ちょっと手を貸す程度でもそ

うなのです。

　　両親は立派で、親切かつ礼儀

正しい人でしたが、できるだけ奴

隷たちから離れて過ごすようにし

ていました。ただし、父は奴隷た

ちのことを気にかけていました。

自分が若い頃に苦労し、自分の所

有地を失いそうになったので、自

分の土地と呼べる場所がない奴隷

たちの気持ちがわかったのでしょ

主人
私の名前はルイーナ・ケイ・ク

ロウクですが、いつもリナと

呼ばれていました。アメリカ南部のル

イジアナ州ニューオーリンズ地域で生

まれ育ちました。父は当時としては裕

福なほうで、私たちの一家は農地を沢

山所有していました。奴隷が解放され

たアメリカの南北戦争の数年前のこと

です。私たちは白人で奴隷たちは真っ

黒の黒人です。

う。私たちの

農地で働いて

いた奴隷たち

に良くしよう

と努め、彼ら

に小屋ではあ

りましたが家

や休む時間さ

え与えたので

す。父のよう

な主人を持っ

た彼らは幸運

でした。隣の

家の人も含め

て、他の白人

の主人たちは、父のように親切

ではなくて、奴隷たちが死ぬま

で働かせることもあれば、奴隷

たちの子供を、「みじめな生活

を送らなくてすむように」始末

することさえありました。

　　非常に冷酷なことで、残っ

た奴隷たちがさらに主人に敵対

するよう促しただけでした。し

かし、奴隷たちとほとんど接点

がない主人たちは、迫り来る危

険を察知することが全くできま

せんでした。私たちは彼らのこ

とまでさほど心配しませんでし

た。何をしてあげられると言う

のでしょう？　彼らは自分の棺

おけを運んでいくための馬を用

意しているようなもので、時が

来るとまさにそうなりました。

それも意外なほど素早くです。

　　考えてみると、ある「白人

の婦人」が惨殺されてから、母は

ショック状態に陥り、二度と回復

することはありませんでした。事

の成り行きはこうです。近所に、

コーネル夫妻という夫婦がいまし

た。夫人は、黒人のことを「汚い

連中」と言い、面と向かって彼ら

をそう呼びさえしました。奴隷た

ちを汚らわしいと思っていた主人

は沢山いたでしょうが、コーネル

夫人のように口に出して言わない

ぐらいの分別は備わっており、た

とえ言ったとしても、彼女のよう

な残酷な響きをもって言う人はい

ませんでした。その夫人が、夫が

仕事で数日家を留守にしている間

に、いつもの気まぐれを始めたの

です。そこの「汚い連中」を粛

(しゅく)正し、「根性をたたき直

そう」としたのでした。

　　ある黒人の一家が時間通りに

仕事を終えられず、それは、監督

の夫人が威張り散らすにはもって

こいの状況でした。別にそうでな

くても、夫人はいつも威張り散ら

していましたが…。いつものや

り方として、夫人は罰として食べ

物を取り上げました。ただ、この

時、奴隷たちは素直に受け入れま

せんでした。子供が重病で食べ物

がどうしても必要だったのです。

彼らは嘆願し、一生懸命説明する

のですが、夫人はその夫婦をのの

しって立ち去ってしまいました。

ようやくメイド頭（がしら）に来

てもらって娘の容態がどんなに悪
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いかを見てもらい、彼女に代わり

にコーネル夫人に嘆願してもらい

ました。

　　メイド頭のケイティ・ブルワ

インは年長の白人女性ですが、感

謝することに分別ある人で、裕福

な家族と貧しい黒人の奴隷たちの

間を取り持つ役目を幾度もつとめ

ていました。奴隷夫婦にとってケ

イティこそ最後の望みで、彼女も

夫婦のために最善を尽くし、コー

ネル夫人に哀願しました。けれど

も、あの石のように固い心を和ら

げることはできません。夫人は奴

隷の娘を殺そうと決めていて、後

からケイティに聞いた話による

と、幼い娘の病気がどんなに重い

かを耳にすると、夫人は邪悪な

オーラで輝いたかに見えたほど

で、せっかく始めた邪悪な計画を

誰にも妨げさせまいと決意してい

たそうです。

　　ケイティの哀れみのまなざし

を見たコーネル夫人は、彼女に、

男の召し使いと近くの町へ２日間

行くようにと命じました。コーネ

ル夫人が何をしようとしているか

は明らかでした。夫人は、人から

忠告されたり、阻(はば)まれたり

することは拒み、出かける準備も

できていないケイティを無理矢

理、馬車まで引っ張っていき、何

の目的もない町への旅に出かけさ

せたのでした。ケイティが馬車に

乗せられて出て行くまで、コーネ

ル夫人はずっと立って見ていたそ

うです。心の優しいケイティが自

ら幼い少女に食べ物を与えること

がないようにでした。

　　コーネル夫人は気が狂ってい

たのでしょう。でなければ、主人

がいない時に信用できる男の召し

使い２人とケイティを送り出し

たりはしなかったでしょう。自

分の身を守るすべを自ら放り出

したのですから。でも、自分で

はそんなことは考えもしなかっ

たのでしょう。奴隷の見張りを

小さな邸宅の門に立たせていま

したが、見張りは、瀕死状態の

娘が小屋で待っているという哀

れな奴隷の黒人と妻の話を聞い

ただけで、彼らを通しました。

復讐を助けてくれる人を見つけ

るのは難しいことではありませ

ん。奴隷全員が味方なのです。

　　奴隷たちの間で広まった噂

は、瀕死の子供の両親が家族の

ために食料品を取りに邸宅に

入っていったということです。

コーネル夫人は食料品がなく

なったことに気づくはずがあり

ません。倉庫にどれだけ食料が

あるかも知らないのですから。

けれども、余分の食料があると

ケイティに言われても奴隷に与

えることは断じて許さないこと

は確かでした。

　　「自然界で腐るように、食

べ物も無駄になるままにしてお

きなさい」と単純かつ無情に

言ったものです。

　　翌朝、コーネル夫妻の戸棚

の食料品はかなり減っていたで

しょうが、誰も気づきさえしな

かったことでしょう。そしても

う一つなくなったものがありま

したが、やはり誰も何とも思わ

なかったことでしょう。ケイティ

が家に戻ると、床の上の何かにつ

まずきました。コーネル夫人の死

体でした。それはそれは、身の毛

のよだつような殺され方でした。

夫人が今まで哀れな奴隷たちに投

げかけてきた闇の影が、今彼女の

上に落とされていました。コーネ

ル夫人の死体は２日ほど放置され

ていたので、無惨な姿をさらして

いました。

　　主人は知らせを聞くと飛んで

帰ってきましたが、すでに片づけ

られていたのでその惨劇のあとを

見たり、その悪臭をかがなくても

すみました。奴隷たちは確かに罰

せられ、あの奴隷夫婦は残酷なむ

ち打ちを受けることを覚悟してい

ました。今まであらゆることに耐

えてきた彼らは忍びがたいことを

も耐え抜く強い精神力に恵まれて

いました。誰が実際に殺したか、

誰にもはっきりわからなかったた

めに、かろうじて命だけは救われ

ました。ケイティは告げ口しませ

んでしたし、当然奴隷は誰も口を

割りませんし、主人は奴隷の労働

力が必要です。そこでひどい人生

ではありましたが、そのまま続い

ていきました。

　　コーネル氏が家に戻り、葬儀

などが終わって、母がこの話を聞

くと、ものすごいショックを受

け、二度と立ち直れませんでし

た。自分と似たような白人女性

が、ごく近辺であんなにむごたら

復讐を助けてくれる人を見つけるのは難し

いことではありません。奴隷全員が味方な

のです。
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しく殺害されたのが信じられな

かったのです。それですっかり怖

くなったのでしょう。奴隷たちと

接することもあ

まりなかった母

は、恐れでいっ

ぱいになってし

まいました。母

はそれ以来、う

ちの最上階に閉

じこもって暮ら

しました。奴隷

は誰一人とし

て、最上階に上

ることも、彼女に近づくことも許

されませんでした。メイド頭以外

は信用しようとしないので、彼女

が四六時中、母に付き添うことに

なりました。

　　私たち子供にとっても怖いこ

とでしたが、父はただ無視してい

るようでした。どう対応したら良

いのかわからなかったのでしょ

う。同時に自分自身この状況を懸

念していたと思います。あれ以

来、私たちの奴隷には良くしよう

とさらに努めたのに気づきまし

た。奴隷を「うちの人々」と呼ぶ

ようになり、彼らはそれを気に

入っていたようです。彼らと父と

の間には尊敬の念がありながら

も、かなりの距離がありましたか

ら、彼らが本当に父を気に入って

いたのかはわかりません。第一、

なぜ気に入るのでしょうか？　何

しろ主人なのですから、彼らには

自由などありません。

　　誰もが衝撃を受けていまし

た。何年も後になるまで、その事

は話題にのぼりませんでした。私

はケイティに、殺人のきっかけと

なった、あの少女はどうなった

か聞いてみました。きっと死ん

だものと思い込んでいました

が、生き延びたと

いう話を聞いて喜

び、彼女を見つけ

て友達になろうと

決心しました。こ

の事件のことで

は、私も少なから

ず怒っていたので

しょう。私にとっ

て彼女は最初の黒

人の友達になりま

した。サフラといい、私の考え

方をかなり変えてくれました。

６才ほど年下でしたが、いろい

ろ苦労を重ねたせいか、知恵の

面では私より劣っているように

は見えませんでした。

　　私の奴隷や黒人に対する見

方を完全に変えてくれたのは彼

女です。私は彼らに対して特に

きつかったり、冷たくはなく、

親に教わった通り、わりと寛容

でした。けれども、サフラと親

しくなるにつれ、違いなどない

ことに気づきました。彼女は奴

隷で私は自由がある、それだけ

です。奴隷たちの間ではいつも

革命が語られていましたが、こ

の制度を変えることは私には無

理だと彼女も私も知っていまし

た。でも、彼女との友情のおか

げで、この頃には私も前よりは

革命に賛同していました。そし

て、ともかく奴隷にもっと良く

し、友達やパートナーや働き人

として扱うべきであり、もっと

いろいろ恩恵を授けるべきだと

いうことがわかりました。

　　父にこの話をすると、気立て

の良い父はじっくり考えた末、所

有地内に奴隷たちが土地や家を買

うのを許すことにしたのです。大

した額ではありませんが、給料ら

しきものも与えるようになり、奴

隷たちは大喜びでした。父がそば

を通るとほほ笑みらしき表情が浮

かびさえするようになりました。

彼らは喜んでいました。ただし、

これは秘密にしておくという取り

決めがあり、近所の人には話しま

せんでした。働き人たちも他の人

に口外することはなく、話したら

この特典を失うことになっていま

した。私たち白人にしてみたら、

こんなひどい流行を始めたがゆえ

に、白人社会全体から責められる

危険をおかすことはできなかった

からです。母は話し合いに参加し

なかったので、こういうことを知

るよしもありませんでした。いま

だにぼんやりした状態が続いてい

て、日を追うごとに、ますます、

こもりっきりでした。

　　こういう状態は何年か続き、

サフラがいないのにあまり気づか

れないようにしながら、二人でで

きるだけ一緒に時間を過ごしまし

た。サフラの両親は快く容認して

くれて、私たちの友情のことを内

緒にしておいてくれました。コー

ネル夫人が亡くなってからは、彼

らの主人も奴隷の監督にあまり力

を入れませんでした。たぶん邸宅

にいると、あの事件のいやな思い

出がまとわりつくのでしょう。そ

れから逃れるために、別の町で事

業をするようになり、邸宅から離

れて過ごすことが多くなったので

す。

自分と似たような

白人女性が、

ごく近辺であんなに

むごたらしく

殺害されたのが

信じられなかった

のです。
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　　ついにある日、奴隷たちの反

乱が起こりました。主人たち、少

なくともその何人かに復讐するた

めと、何よりも自由を手にするた

めに、武力と暴力に走ったので

す。奴隷たちが自分の主人たちを

襲撃したという話を聞きました

が、これはコーネル夫人の殺害

よりもずっと大きなスケールの

事件でした。そしてついに私た

ちの町でも起こったのです。

　　大きな奴隷の集団が農場や

作業場から逃走しました。監督

者でも主人でも、とにかくその

ような人なら誰でも憎んでいた彼

らは、私たちの地域を荒らしなが

ら進んで来ました。家々を襲って

は、殴ったり殺したりしながら、

行く先々にすさまじい破壊を繰り

返し、その勢いが私たちにも伝

わってくるのでした。住んでいる
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奴隷たちは害を加えられませんで

したが、土地の主人や白人の住人

は誰でも捕まえられました。

　　私たちがこれを知った時には

もう手遅れで、何の手だてもあり

ませんでした。暴徒たちが迫って

いて、逃げ道はありませんでし

た。遠くに彼らの馬のいななきや

叫び声が聞こえるので、ここの家

や土地と共に滅ぼされるのは明ら

かでした。

　　その時、正面の扉をドンドン

とたたく音が聞こえました。私た

ち三人の子供は階段を駆け上がろ

うとしていました。父は扉を開け

るつもりはないようです。「開け

たいのなら扉を壊して入れ！」と

言うかのような目つきでした。け

れども、私は一瞬立ち止まりまし

た。

　　「お父さん、すごく必死でし

つこくたたいているわ！　私に開

けさせて。」　すると父は無言で

開けに行きました。

　　驚いたことに、奴隷のルース

が戸の外に立っているではありま

せんか。それまで、戸をたたくこ

とは許されてないか、少なくとも

暗黙のルールだったので、そうし

たことはありませんでした。

　　でも今、ルースは震える手を

伸ばして、父に触れ、強い調子で

こう言いました。「家族全員で来

てください。かくまってあげま

しょう！」

　　父は、ショックを受けてい

るようでした。

　　「さあ、ぐずぐずしている

暇はありません。」　ルースは

そう言いながら、嘆願するよう

に私を見ました。

　　私は弟と妹の手を取り、父

のそばを通る時に父のコートを

力いっぱい引っ張って急いで外

に出ました。父も後に続きまし

たが、一瞬、最上階にいる母の

ことを思って立ち止まりまし

た。ルースはすでに母のことは

考えていて、「ご主人さま、奥

様を連れに頑丈な人を送りま

す。あなたは今一緒に来て下さ

い。」と言いました。

　　奴隷にしては大胆不敵な言

葉でしたが、父は何も言いませ

んでした。ルースに従って、離

れた所にある小屋の集落へ、あ

の迫り来る恐怖の方向に向かっ

て走りました。着くと、私たち

は二つの小屋に分けられ、私た

ちの所で働く奴隷たちにかく

まってもらったのです。一人

は、数え切れないほど沢山の箇

所がすり切れて薄くなった毛布

で横をおおった質素なベッドの

下に押し込まれました。１人は

細長い板でできた木箱に入れら

れ、小屋にあったすべての台所

用品が上に積まれました。父は

道具小屋にかくまわれ、汚れた作

業服と壁の間にいました。私は背

が低かったし、家具のあまりない

小屋には隠れる場所がもう残って

いないので、太った黒人の母親と

ベッドに入れられました。彼女は

少ない毛布を全部使って私をすっ

ぽりくるむと、まるで幼い赤ん坊

のように優しく揺さぶるのでし

た。

　　私はほとんど息もできません

でした。近づく暴徒たちの騒音や

叫び声がどんどん近づいてきま

す。この瞬間になって始めてどん

なに絶望的な状況かがわかりまし

た。奴隷たちにかくまってもらう

のは危険そのものです。小屋をよ

く探れば見つかってしまうだけで

はなくて、働き人たちも確実に殺

されるでしょう。どう考えても裏

切り者とみなされ、私たちと一緒

に即座に殺されるはず…。心臓の

鼓動がどんどん速くなり、激しく

なってきたので、隠してくれてい

る女の人が私をぎゅっと抱いて、

「静かにするんだよ！　あんたが

取り乱したら、皆がつかまっちま

うんだから！」　それで、言う通

りにして、できるだけ落ち着こう

としました。

　　ついに奴隷たちが私たちの土

地に入ってきました。柵が壊さ

れ、ブリキ缶や貯蔵の缶詰が倒さ

れる音がします。畑が燃やされる

音が聞こえるか耳を澄ましました

が、まだ聞こえません。

　　小屋の戸が開く音を聞いた時

には、背筋の凍る思いでした。

「ここの責任者は誰だ？」無作法

静かにするんだよ！　あんたが取り乱し

たら、皆がつかまっちまうんだから！
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で恨みに満ちた声がどなります。

　　「私だ！」ルースの夫が答え

ます。それは、私たちがかくまわ

れている隣り合わせの小屋二軒の

責任者は自分だということを意味

していました。その男はルースの

夫と小屋の外に出ると、少し二人

の声が聞こえるだけで、何と言っ

ているのかよく理解できなくなり

ました。その会話は永遠に続くか

のようでした。

　　「皆、聞け！」　さっきと同

じ、怒りに満ちた男の声でした。

まだ私たちの家や土地を滅ぼしに

かかっていない部下の男たちに話

しているのでしょう。「ここの兄

弟たちが言うには、ここの主人ら

は留守にしているとさ。留守だと

は彼らは運が良い。家に居残って

彼らが帰るまで待つ暇はないから

な。それで、汚い仕事はここの立

派な兄弟がやってくれると言うの

で任せよう。他の主人も、俺たち

の復讐を待っているだろうぜ。そ

うじゃないか？」　そう叫ぶと、

「そうだ」という叫び声がとどろ

き渡りました。

　　「だが」と、男はさも嬉しそ

うに続けました。「邸宅と土地を

破壊しなくては！　われわれがこ

こに参上したというしるしを残そ

う！」　騒々しい集団から喝采や

同意の声がまたも大きくあがりま

した。私は震えました。その時、

きっとこの男の演説中も隣りに

立っていたに違いないルースの夫

が言い出しました。「わが兄弟

よ、待ってください！　男たちに

少しだけ待ってもらえるなら、

あなたに話したい重要なことが

あるのです。」

　　尊敬がこもった口調は暴徒

たちのリーダーを喜ばせたよう

で、男たちには戻ってくるまで

動くなとぶっきらぼうに指示し

ました。不満の声が聞こえまし

たが、すぐに戸がきしみながら

開く音が聞こえ、ルースの夫と

リーダーがまたも小屋に入って

きます。男は、質素な小屋を見

まわしてから、女の人が何やら

毛布にくるまれたものを抱きな

がらベッドにいるのを見つけた

のです。

　　「あれは何だ！」そう詰問

します。

　　すると、この母親はこうい

うことについてその男には決し

てわからないようなことまでわ

かるのよ、と言うかのように、

太く低い声で答えました。「子供

よ。赤ん坊ではないけど、やはり

私の子供だから。この子の幼い命

と健康を守るために私が自分の体

で暖めてやらなければならない

の。だからしゃべる時は静かに、

そして戸は閉めておきなさい。す

き間風が吹いているわ。」

　　彼女は若い男の出過ぎをたし

なめる方法を知っていました。

男はほとんど尊敬を込めてベッド

の脇まで歩いてくると、手を私の

背中に置き、やさしくたたきまし

た。私のものすごい身震いは彼も

わかったに違いありません。それ

から言いました。「奥さん、この

子が元気でありますように。」

　　「ああ、元気になるわ。きっ

と元気になるでしょう。」そう言

うと、薄い金髪の髪が見えないよ

うに完全に毛布で隠された私の頭

に、母親らしくキスしました。
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　　男は、それからルー

スの夫を見たのでしょ

う。夫は直ちに説明し始

めました。「部下が土地

を荒らしたり、家を破壊

したり、欲しい物を奪う

ことに、異議はこれっ

ぽっちもありませんよ。

長い間、私たちには禁じ

られていた物やぜいたく

品ですから。皆さんの心

に燃えている深い恨みは

心の底から理解できま

す。」

　　「だから、一緒に破

壊したいのか？」

　　「そうですね、でも

放火したり、破壊したり

すれば、主人たちが帰る

ように誘うことは決して

できないでしょう。あの

連中がよくやるように、誰かを先

に送って、家の支度をさせたり、

食事を用意させるでしょうから。

すべて滅ぼされたと聞いたら、こ

こに二度と戻ってはきませんよ。

ここの主人はたいそう富んでいる

ので、ここの土地を失うだけでは

十分な罰にはなりません。

　　兄弟よ、ここにいる奴隷たち

は、私に全面協力すると言ってく

れるはずです。家と土地はこのま

まにしておきましょう。彼らが

帰ってくると聞いたら、土地や畑

や家はやりたい放題です。彼らの

目の前で滅ぼし、何でも思うまま

にできます。そう、彼らは私たち

の主人であり、私たちは奴隷とし

て暮らしてきました。彼らはどの

奴隷の主人とも変わらぬ主人で

した。

　　だが、私たちの計画をやら

せてくれれば、私たちが奴らを

いいようにしましょう。聖書に

あるように…何でしたっけ？　

『当然の報い』、そう、そいつ

を与えてやりたいのです。」

　　「そうよ、仕返しをしてや

る時の奴らの顔を見たくてたま

らないわ！」　ルースができる

だけ憎々しげに言いました。

　　「聞いてるだけで元気が出

るぜ。よく考えた計画だ。」

リーダーが言いました。「俺は

権威があるから、おまえたちの

計画通りにさせてやろう。俺た

ちは次へ進むが、まず何か食わ

なければならない。

俺の部下は騒々しい

連中だから、おまえ

たちの主人の邸宅に

近づけば、我慢でき

なくて、めちゃく

ちゃにぶち壊してし

まうだろう。だから

女たちに食い物を

持ってこさせろ。主

人たちは倉庫にたん

まり貯め込んでるだ

ろ？」

　　「おやすいご用

ですよ。皆さん全員

の食べ物と、次の目

的地に着くまでの分

を用意しますよ。」

ルースの夫はほほ笑

みました。

　　二人は小屋を出

ると、六、七人の女たちの名を呼

んでいるのが聞こえました。彼女

たちは、できるだけ早く彼らを去

らせるため、樽やブリキ缶を集め

ると、男たちのために食べ物や雑

貨を取りに私たちの家に入って行

きました。全員がここから去るま

で一時間近くかかりました。私た

ちは隠れている場所から出たくて

仕方なかったのですが、じっとし

ていなければならなかったなら、

何時間でも動かずにいたでしょ

う。

　　最後に隠れ場所から出て来た

のは父で、私たち三人の子供が待

ちかまえていました。「お母さん

は？」　父が少し不安な顔つきで

尋ねます。
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　　「お母さん…」ルースが繰り

返しました。「ああ、そうそう、

奥様は何とか命拾いしたわ。私の

息子が呼びに行ったのですが、怖

がってて、全然来ようとしなかっ

たんです。ついに猿ぐつわをして

から抱えて連れてこなければなら

なかったの。小屋まで間に合わな

かったので、離れた所の茂みに一

緒に隠れたみたい。それで、怖く

て気を失ったのよ。静かにさせて

おくのは大変な人だから、奥様が

失神して、息子は神に感謝したそ

うです。」

　　父は、そんな事を言うルース

をむち打ちにすることもできたの

ですが、父のほうを見ると、かす

かな笑みを浮かべています。「あ

りがとう、ルース。」　父は心か

ら礼を言いました。名前で呼んだ

のはきっとこれが初めてだった

ことでしょう。

　　ルースもほほ笑み返しま

す。「あら、どういたしまし

て、ご主人さま。」

　　その後のふれあいは、今まで

経験した中で一番なごやかでし

た。もはや主人と奴隷ではありま

せん。友達であり家族です。私た

ちの命を救うために彼らは自分の

命を危険にさらしたのです。なぜ

でしょうか？　彼らが言うには、

私たちの親切さのゆえ、また彼ら

の生活を良くしてあげようと努め

たことへの感謝のためだそうで

す。私たち一家をそのまま見殺し

にすることもできました。そうす

れば私たちの所有物をすべて自分

のものにできたでしょう。でもか

くまってくれました。私たちの土

地や家や一緒の生活を守るために

戦ってくれたのです。皆で肩を抱

き合い、何時間も話し込みまし

た。

　　動乱の時はやがて過ぎ去り、

変化の風がやっと奴隷制の南部に

も吹きかけた時には、私たちの土

地には奴隷は一人もいませんでし

た。全員が自由人であり、私たち

のもとで永久に働こうと決めた人

たちばかりでした。私たちは彼ら

に給料を払い、面倒もみました。

自分たちが愛されていることを彼

らは知っていました。けれども何

よりもはっきりしていたのは、彼

らが私たちを愛してくれていたこ

とです。私たちの命を救ってくれ

たのですから。これこそ最高の愛

であり、肌の色にかかわらず、一

生、人を結びつける愛なのです。

歴史的背景：アメリカ合衆国には1600年代初期から1865年まで奴隷制が存在し、それが同国の

歴史において、大きな役割を果たした。大多数の奴隷は、アフリカ系黒人やその子孫で、大多数の主

人は白人のヨーロッパ人やその子孫だった。大半の奴隷は、主人と同じ敷地に住み、体の丈夫な大人

の奴隷はたいてい農園で働いていた。

　　多くの奴隷が奴隷制度について最も嫌っていたのは、強いられた重労働よりも、むしろ自分の人

生が他人に支配されていることや自由がないことだった。奴隷たちはしばしば、自分たちなりの生き

方を築いていき、自立することを目指していたが、主人たちは逆にそれを制限しようとしていた。奴

隷たちはたいてい、夫婦とその子供たちで一緒に暮らしていたが、奴隷間の結婚は奴隷法により認め

られず、法律上は、主人が奴隷の子供たちに対する権利を有していた。売られることで、離別を強い

られることが、すべての奴隷の家族が恐れていたことだった。一番よくあった抵抗の手段は逃走で、

南北戦争前の数十年の間に毎年約千人の奴隷が北部への逃走に成功した。

　　北部では、1830年代に、奴隷制度の廃止がほぼ完了したことで、アメリカは、奴隷制度維持派

の南部と廃止派の北部に分裂した。奴隷制度により、南部は他の州や西欧の国々との亀裂(きれつ)を

ますます深めていくことになった。１９世紀半ばには、奴隷制度が存在していたのは、ブラジル、

キューバ、プエルトリコとアメリカ南部のみだった。奴隷制度をめぐる論争が、アメリカの政治を左

右するようになり、ついにアメリカ南北戦争（1861-1865）へと発展し、それまで行われていた奴隷

制度は、ほとんど幕を閉じた。　　　　　　　     Encarta® 98 Desk Encyclopedia(英語版)に加筆
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T
ゴースト・アンド・ダークネス ゴースト・アンド・ダー

クネス、１８９８年に起

こった実話をもとにした

ドラマ。英国の鉄道技師

ジョン・パターソン（バ

ル・キルマーが演じてい

る）がアフリカのウガン

ダに行き、殺戮（さつり

く）騒ぎを起こしている

二頭の人食いライオンに

よって阻害されている鉄

橋の建設に着手する。二

頭のライオンは９ヶ月で

１３５人を殺害し、残っ

フランシス[ ＹＡ]

ヨーロッパ

映画ゴースト・ア

ンド・ダークネス

（バル・キルマー

とマイケル・ダグ

ラス主演）を見た

後で、実際はどう

だったのだろうか

と思いました。そ

こで主に祈って、

実際に起きたこと

に関して説明して

くれる人がいるか

どうか尋ねてみま

した。主は技師の

ジョン・パターソ

ン （ バ ル ・ キ ル

マー演じる）に語

らせてくださいま

した。以下が、彼

が 語 っ た こ と で

す。

こ
れはあまり話したくない話題だよ。ぞっとする体験で、映画で描

写されていたよりもっとひどかった。みな、ライオンに殺される

ことを恐れて、ある原住民は悪魔崇拝をしたり、インド人たちは

お互いに争いを起こした。ライオンに面と向かうのは恐ろしい事だった。奴らは

邪悪で、私達がしていた仕事を妨げるため、悪魔が悪鬼たちをそこに備えていた

んだ。悪魔は、鉄道が敷かれるならもっと宣教師が来て、その時最も悪魔に支配

されていた大陸を制覇されてしまうと知っていた。

　　このことで私はすっかり面目がつぶれ、謙虚にさせられたよ。一番経験豊富

な技術師でありながら、二頭のライオンのせいでちっぽけな橋すら建てられな

かったのだから！　君たちは、それはライオンのせいであって私が非難を受けな

くてもいいと思うだろうが、もし私がもっと主に導かれていたなら、ほとんどの

人達は死なずに死んだことだろう。私は自分の理解力に頼って、やろうと決めた

ことは必ずできると思っていた。私達は十分祈り深く進めず、結果として多くの

人々が命を失う事になった。私は困難な方法で学んだが、一つ言わせてもらうな

ら、一度悪魔を自分の人生に入れてしまうと、奴はどんなことでもするだろう。
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た労働者

や村人のと

ころに現れ

ては彼らを

恐れさせた。

二頭は悪魔の

ようにずる賢く

無情で、静かに

獲物を小屋から引

きずり出し、マラ

リヤ患者でいっぱい

の病院さえ襲う。パ

ターソンはアフリカと

ライオンに詳しい白人

　　ほとんどの原住民達

は完全に悪魔に魂を売っていて、

私たちがそこに到着する以前にすら、

恐怖と悪魔のやり方を押し広めてい

た。もちろん、何人かは主に勝ち取る

ことができ、主に勝ち取られた者たち

は誰一人としてライオンの害を受けな

かった。主がレミングトン[マイケル・

ダグラス演じる]が殺されるのを

許されたのは、彼が悪魔崇拝者

で、何度もチャンスを与えられた

のにイエスと救いを拒んだから

だ。私達は道を変えるように彼を説

得しようと努めたが、彼は拒み続け

たので、残酷でひどい死を味わわなけ

ればならなかった。サミュエル[ジョン・カニ演じ

る]は後にイエスを受け入れ道を変えたため、主は

彼の命をながらえさせた。

　　これは悪魔と戯れても傷つかずに済むと思って

いる者たちへの警告だよ。決して君と君のすべきこ

との間に悪魔を入り込ませないように。状況が厳し

くなって、もう一日も持ちこたえられないと感じた

時でも、私達はあきらめなかった。私達はしがみ

つき、最終的には勝った。

　　もう一つ、映画やテレビが好きな人に言いた

い事がある。それは、たとえ実話でも、映画やテ

レビで見たことをすべて信じちゃいけないという

ことだ。悪魔は吠えたける獅子のように食い尽く

すものを求めて歩き回っているからね。だから、

自分の力だけですべてをしようとしたり、主の

導きに頼らないという、私達と同じ間違いを犯

さないように気をつけるんだ。

のハンター、レミン

グトン（マイケル・

ダグラスが演ずる）

と組み、地元から

の助けを借りて

残忍なライオン

を追いつめ、

最終的に殺した。

最初の一頭を

殺した後、

レミングトン

は残りの

一頭に

殺された。
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天国でスポーツをす

る時、もしみんなに、思考

の力や、現われたり消えたりする

能力といったパワーがあるなら、どう

やってフェアなプレーができるの？　例

えば、仮に野球 をやるとしても、

相手側のチーム はいつもボールを

キャッチできる わけだし、逆に

こっちはいつも ヒットを打てる

ことになる。そ

れと天国では、考

えたり、分析した

り、理論立てたり

する必要のある

ゲームもするの？

　互いの考えてるこ

とが分かるなら、そ

んなに楽しめるとは

思えないんだけど？

僕の名前はアレン、

大のスポーツファンだ！

おっと、聞き違いなんか

じゃないよ。ぼくはスポー

ツが好きだ。ここ天国にも

スポーツはあるんだよ。信

じられないかもしれないけ

ど、バスケットボールや

フットボールやサッカーな

んかの、地上でやってるの

と同じスポーツを観戦して

楽しむんだ。たまに立体テ

レビのチャンネルをひねっ

てみたりもするよ。

　　ここ天上での一番の違

いは、みんなフェアプレー

だってことだね。誰もずる

いことをしたり、反則した

り、暴力的になったりはし

ない。スポーツはもともと

楽しくあるべきで、ゲーム

やレクリエーションや運動

などを楽しむためにある。

でも残念なことに、地上で

は長年の間にだんだん質が

落ちてきて、今では戦争の

霊まで入り込んでいる。

人々は興奮しまくって、ア

ドレナリンの値がとても高

くなり、競争心があおり立

てられ、コントロールが効

かないほどだ。選手もファ

ンも両方ともね。

天国の
フェアな
プレーって
あるの？

僕たちも地上でやる

のと同じゲームをする。

ただ、乱暴なところや、

地上のスポーツを動かし

ている駆け引きはなく

て、基本的に楽しむため

にやる。もちろんオリン

ピックみたいに優勝争い

をすることもあるけど、

スケールははるかに大き

いね。種目もずいぶんた

くさんあるし。僕たちは

みんな一つの国、国民、

家族だから、それぞれの

国を代表するということ

はない。自分たちでチー

ムやグループをまとめた

りして、確かに競い合う

けれど、競い合うこと自

体、楽しみのためなんだ

よ。

　　でも、もし誰がゲー

ムに勝つか分かっていた

り、得点を付けないん

だったら、あんまり楽し

くないよね。でしょ？　

そういった意味では、こ

こ天上でも同じだよ。こ

こには負けたときのくや

しい思いや、勝ったり何

かのスポーツに秀でてい

る時に、鼻高々になった
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り生意気になったり高慢になったりというような

こともなく、すべては完ぺきだ。負けとか勝ちと

いう言葉は使わない。でも得点をつける方法が

あって、こういったスポーツを楽しむ人たちが技

術を向上させるのにいい刺激になっている。

　　みんな、思考を読むことについてはどうなる

のか知りたがってるね？　ここではある程度まで

お互いの思いが読めるわけだけど、すべては主に

コントロールされていて、人によって思考を読め

る度合いも違う。まわりにいる人たちの思いを

ひっきりなしに聞いているわけじゃないし、自分

の考えていることが開けっぴろげに皆に伝わって

いるわけでもない。ラジオのチャンネルみたい

に、誰でも聞きたい人が波長を合わせるんだ。

　　それは精巧に発達した天国の術で、それをマ

スターするには練習や訓練がいる。それに使用許

可のレベルもまちまちで、誰しもが、「そうだ

な、誰それは今なにを考えてるんだろう」と思う

だけでいつでも知ることはできない。

　　場合によってはそれもできる。あなたが同意

していて、また主がそう定めている場合だ。いつ

でもどこにいても相手の考えが分かるように、お

互いの間で全面的なテレパシーの使用許可がある

んだよ。誰かと、部分的にクリアなコミュニケー

ションを持つこともある。その場合は、相手がそ

の場にいれば考えていることを全部読めるが、遠

くにいる時は、電話通信のように話せるものの、

絶え間なく自分の思いをお互いに伝えることはで

きない。

　　僕たちがゲームやスポーツをする時、サッ

カーを例にとると、僕たちの間には、紳士協定み

たいなのがあって、ゲームを始める際に、相手の

思考に対する受容

性のレベルをぐん

と下げることに

なってるんだ。それ

によって、地上にい

る君たちと同じぐら

いのレベルになる。

誰かのことをよく

知っていて一緒にプ

レーしているなら、

どういった行動や反応

をするかや、次どんな

動きをするか、だいたい

見当がつく。特にそれに

ついて話し合ったり作戦

を練っていたりした場合は

ね。ここではもっとそれが

高められる。ジョニーと

僕が同じチームでプレー

していたとして、右サイ

ドに６メートル程のパス

をすべきだと感じて、得

点するためにジョニーにそ

こにいるように合図を送

る。でも、思考で会話する

時ほどクリアなレベルでは

ない。少し低くて、ゲーム

を続けるのに必要な程度く

らいなんだ。もちろん、ちゃ

んと耳を傾けていなくちゃな

らなくて、ボーッとしていた

らだめだよ。
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　　相手のチームに対しては、同じよう

にコミュニケーションＶ－チップス

（訳注：ボタンの操作一つで、特定

のテレビ画面を見えなくするマイ

クロチップ装置）のようなもの

があって（他にこれを言い表せ

るような言葉がないんだ）、

レベルを上げたり下げたり、

完全に消したりできる。種目

によって、相手から何らかの

印象が伝わるようにするか、

すっかり閉じて全くのお楽し

みにするかを決める。といっ

ても、完全に分からなくなる

わけでもない。地上でやる

時も、大まかな動きや、相

手チームが何をしそうで何

をしそうでないかは見当が

つくだろう。ゲームの前

に、どの程度のレベルです

るか同意しておくんだ。と

ても低いレベルにするにし

ろ、完全に消すにしろ、同

じレベルに合わせる。だから少なくともフェアっ

てわけさ。

　　瞬間移動に関して言えば、それは、たくさん

のゲームで使ってはいけないパワーの一つだよ。

ゲームごとに独自のルールがあり、ここ天国で

は、「消えて1.5メートル先でまた出現してはな

らない」のような補助的

なルールが幾つかある。

　　みんなが知らない新

しいゲームや、旗取り

ゲームやかくれんぼに手

を加えたようなものもあ

る。スーパーパワーがあ

るから、楽しさも倍増だ

よ。分かるよね！

　　境界線はある。だいだい「今日の午後の

ゲームでは木星は立ち入り禁止」みたいに

ね。ハ！　ゲームの内容次第で、もっ

と境界線を広げることもあれ

ば、狭めることもある。

それでも、狭いものでも

地球にいるみんなにとっ

ては大きいことだろうね。でも疲れない

し、いかした移動パワーがあるから、長

い間かくれんぼで走ったり遊んだりでき

る。当然一定のルールは定まっていて、

できることできないことがある。もし僕

がマークから隠れていても、マークが可

視光線をフルに使って見ているならあっ

という間に見つかっちゃうだろう？　だ

から、みんなそれは使わないで、追いか

けっこを楽しくさせるんだ。

　　脳細胞をよく使う、分析やパズルやなぞ

解きや難題解決といったゲームの場合も、だ

いたい同じようにする。僕たちの頭脳はずっと

進んでいて、もっとたくさんの教育を受けるの

で、はるかに多くの知識や情報を持っている。

だから、そういった能力を要するゲームでは、君

たちの想像を絶する程の高いレベルになるんだ。

その種のゲームが大好きな人は、ここでもそれが

出来る。頭脳にチャレンジし、知識や問題解決能

力を伸ばすのは楽しいものだよ。

　　特定のゲームに秀でていても問題にはならな

い。ゲームやスポーツを職

業とすることはないし、仕

事と主への奉仕が一番大切

だからね。ここにはプロの

運動選手やプロのチェスや

ポーカーのプレイヤーなん

てものはない。僕たちがプ

レーするのは、楽しみやリ

ここにあるスポーツスタジアム

を見られたらいいのに。地上の

ものがちっぽけに見えるよ。

時々、ものすごい催しのために

集まるけど、スポーツ一点張り

ということはないよ。
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ラックスのためだ。それ

は、主からの祝福と愛のし

るしなんだ。主は特に、地

上でそういうアクティビ

ティーが好きだった人たち

のために、そうされるんだ

よ。

　　僕は人間として地上に

住んだことはないけど、僕

の父さんはある。バスケットボールが好きだった

から、ここに来てからもやりたがった。だからこ

こでもプレーできることを、とっても喜んでる

よ。僕が生まれてから、父さんは僕と一緒にでき

たら楽しいだろうなと思っていたんだけど、本当

にそうだった。ゲームはフェローシップ、娯楽、

団結のためにも素晴らしいよ。

　　ここ天国では、興味のある技能や技術を何で

も向上させられる。それ

に、時間もたっぷりあ

るし、学習能力

だってもっと

発達してい

る。ここ

でもまだ

学ばなく

ちゃならな

いんだよ。た

だ や っ て き て

「ピアノが学びた

い」と言ってか

ら、もう5分後には

すらすら弾いてるという

訳にはいかない。やはり学習

するんだ。君たちが5年15年かかる

ところを、５ヶ月くらいかかる、と

言っておこうか。

　　もちろん、主が地上で与えたタラ

ントや技術は無くなった

りしないよ。興味にまか

せて他の技術を向上でき

るといっても、みんなが

すべての面で同じになる

わけじゃない。それぞれ

の人が輝ける特別な分野

があるんだよ。また、音

痴で歌えないなんてハン

ディキャップもない。スポーツで、ボールを

キャッチできないとかシュートできないなんて人

もいない。誰でも少しの練習で何かできるように

なる。もっと練習して時間を費やすならもっと上

手になる。でも、誰もひけらかしたりはしない。

ほんとのところ、これらのゲームはたいしたこと

じゃないんだ。

　　霊的な体を使ってもっとすごいことができる

んだけど、そういった芸当をひけらかしたりは

しない。物事はバランスよく保たれているか

らね。でも、飛行みたいに、霊の能力や

力を使う方法なんかの発見は山ほどあ

る。あることは練習や経験がい

る。だから、とっても楽しい

のさ。でも、他の誰よりも

ずっと速く飛べるすごいやつ

なんてのはいない。飛行の

レースをすることもあって、

それは楽しいけど、誰かが誰か

よりも優れていることを証明す

るために競ったりはしな

い。ただ、楽しみと

気晴らしのため

だ。フライン

グショーは見

るべきだけど

ね。それに似たものと言えば、シンク

２３ページに続く

一緒に楽しむことは他にもたくさ

んある。食事、美しい音楽鑑賞、

ダンスや劇や、生（なま）の歴史

を見たり、自分でダンスや歌や演

奏をしたり…。時には一度に全部

するんだよ。
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こん棒　対　こん棒　対　こん棒　対　こん棒　対　こん棒　対　
ベルベットの手袋ベルベットの手袋ベルベットの手袋ベルベットの手袋ベルベットの手袋

--テディー・ ルーズベルト

若かりし頃という

のは随分昔のことだが、1

世紀以上前は私も若かっ

た。私は２６代目のアメ

リカ合衆国大統領だっ

た。みんな、「口調は優

しいが、手にはこん棒」

という私のモットーを

知っているだろう。私は確かに、優れた統率力の

ゆえに、高い地位につき、偉業を成し遂げた。

　　私は普段から活動的でエネルギッシュだっ

た。しかし幼少の頃に病気がちだったため、うっ

積した感情が内にたまっており、同年代の子供の

ように感情を発散させることができなかった。そ

して憤りを心の内にためていった。時がたつにつ

れ体も丈夫になり、それ以後は、大統領に就任し

ていた時期でさえもスポーツを楽しんだが、荒々

しい怒りの炎は私の内で消えることはなかった。

　　若い頃はずっとその怒りの炎を内に抱いてお

り、それは、私のした幾つもの無分別な行動に表

れている。そのほとんどは歴史の書には記録され

ていないが…。怒りや不満が爆発した時には、私

は相手構わずそれをぶちまけたため、良き友人も

幾人か失ってしまった。口を慎むことを

学ばなかったために、ある時は、忍耐と

理解不足のせいで、もう少しで婚約者を

失うところだった。

　　４０になる頃には、自分の気質をど

うにか制するようになっていた。私は、

寒くじめじめしたニューヨークの街を歩

いていた。夜もふけてきたきた頃で、選

挙戦の真っ最中のことだった。私はくた

くたに疲れており、夜の空気を吸おうと少しだけ

住まいから外に出たのだった。暗闇の中で歩道を

歩いていたのだが、そこに横たわっていた男の姿

に気がつかず、つまずいて、体を強く打ってし

まった。

　「くそっ！」　私は叫び、悪口がついて出てき

た。体を起こした男の方を振り向き、不注意を厳

しく非難し、いらだちをぶちまけた。

　　しかし、ついに私の憤りがそのまま戻ってき

た。私が短い攻撃演説を終えるやいなや、彼も激

しく言い返してきたのだ。しかし彼の場合は、そ

うして当然だった。私はちゃんと暖かい格好をし

ており、家もあり、雇い人までいる。だが歩道で

横たわっていた男は、私がごく基本的な必需品と

考えるものさえ持ち合わせていない。それなのに
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ロナイズドスイミングや、水中バレエ、それに空中サーカスぐらい

かな。でも水やブランコはなくて、空中でやるんだ。とても美し

い。女の子たちは一生懸命練習してかっこいいフォーメーションや

ダンスを空中でする。それは見てて本当に楽しいよ。僕の姉妹もそれ

をやっていて、振り付けを手伝ったりもする。それは彼女の趣味

で、素質があって、それをしたいと願う人たちに主が与えられ

る賜物の一つなんだ。

　　そういう訳で、スポーツやゲームが好きなみんな、ここで

は全く同じではないけれど、レクリエーションのために出来る楽

しいことはたくさんあるよ。天国的な力があると、楽しみが減る

どころか、増えるばかりだ。普段持っている力をしばし使えないよ

うにすることも面白い。地上にいるみんながいつもどんな風に感じ

るかがわかるし、ゲームをする時も面白くなる。でも、いつもそうで

なくてよかったけど。ハ！

２１ページの続き

私は、いらだった感情を抑えることがで

きず、その男をひどい言葉で打ちのめす

ほどの図太い神経を持ち合わせていたの

だ。その男の言葉に、私は生まれて初め

て目が覚めた思いだった。彼は、自分の

前に立っている無情で卑劣な男、つまり

私のことをののしった。あの夜私は、人

の目を通して自分自身を見、自分がその

州の知事選で立候補していることなど、

すっかり忘れていた。私がこの要点をつ

かむには、自分の選挙区民から教えられ

ることが必要だったのだ。

　　この出来事があって以来、私の態度はがらっ

と変わった。熱意に満ちた人間であることは変わ

らなかったが、この荒々しい霊をなくすために懸

命な努力をした。時々後戻りしてしまい、ある時

には、愚かな性急さのせいで高い代価を払った。

大統領就任期間中にプロボクサーと試合をして、

片方の目の機能を失ってしまったのだ。失敗は確

かに教訓を確固たるものにしてくれる。

　　私の行動や決断の多くは、賢明

なるものとして一般大衆に歓迎さ

れ、私はだいたいにおいて、アメリ

カ史上でも人気のあった大統領の一

人とされているが、ここでは故意

に、自分の経歴の詳細や、私の取っ

た行動や決断の背後にあった考えな

どは省いた。政治の裏には多くのこ

とが隠されており、当時は、善は今

よりずっと良く、悪でさえも今の悪

に比べればさほど悪くはなかったも

のの、それでもサタンの陰には大きな誘惑が常に

ひそんでいた。

　　そう、私は最善を尽くそうと努力し、死に至

るまで、激しやすい性質のことで苦労した。だ

が、すべての人間関係において私は、より賢い人

間は穏やかな対応をすること、そして、一番説得

力があるのは、こん棒によるのではなく、ベル

ベットの手袋のような優しさをもってする説得だ

と学んだのだった。

暗闇の中で

歩道を歩いて

いたのだが、

そこに

横たわって

いた男の姿に

気がつかず...
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０２　セックスと救い

ちょっと変わった実話。セックスを通して

救われた娼婦が、誰のおかげで救われたか

を語る。

０５　ＵＦＯ

ＵＦＯ、それは天使か、それとも宇宙人

か？

０６　親友のために

友人の命を救うために、あなたはどこまで

するか？　自分の命を危険にさらすだろう

か？

０８　奴隷の主人

若い白人の女の子、死んでいく黒人の子

供、近くで起こる殺人。奴隷たちだけ

が、彼らの望み。

１６　ゴースト・アンド・ダークネス

俳優たちの演技は良かったが、映画は正

確に描写していたのか？　ライオンに面

と向かった男から聞く。

１８　天国のスポーツ

思考を読みとる能力やその他の超自然的

力は、天国でのスポーツで使われるの

か？　天国にいるスポーツファンが語っ

てくれる。

２２　こん棒　対　ベルベットの手袋

テディー・ルーズベルトが、怒りの霊を

なだめてくれた経験を物語る。
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