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「娼婦からキリスト者へ 」アニー・ローバート

Annie Loebert - Confessions of a High-

Class Prostitute 
https://youtu.be/S4w9iSKYtzk 

 

 

小さいとき 教会でたくさんの時間を過ごしました／遊べるので 日曜学校や聖書学校などが大

好きでした／ 

他の子供たちと一緒に／十戒を学んだのを覚えています／ 

今 教会は違うけれど… 

イエスは凄くいい人で ／私たちの罪を赦してくれるけれど 

神は怒りに満ちたお方で／  私たちが悪いときはお仕置きされると習い 

聖霊のことは教わりませんでした 

自分は非常に厳格な家庭で育ちました 

多くの友達は学校でも自由に活動したり／お泊りごっこをしていましたが 私は駄目で 

父親も 祖父も／曾おじいさんも軍人だったので 

本当に厳格で／悪いことをすると厳しく罰せられました 

父親の子どもに対する扱いから／父は私たちを愛していないのだと思っており／ 

いつも怒って 悪いことをすると必ず罰するので／父親を神と比べていたようでした／ 

母親はイエスのような役割で いつも優しかったのですが／幼くして 心がかたくなになったの

だと思います／ 

https://youtu.be/S4w9iSKYtzk
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父は説明せずに 命令だけするので理解できず／父親を赦せない気持ちが芽生えたのです／ 

自分は悪い子で／愛される価値が無いのだと思いました／ 

自分はやんちゃで 人の注目をあびたくて／クラスでもおどけ者となり いつも笑いを集めてお

り／ 

十代になると 駄目といわれることを／尚更やるようになりました 

遅くまでパーティしたり 嘘ついて人の家で／一晩中飲んでいたり 性的な関係を持つようにな

りました／ 

思春期になると／男の子たちの視線に気づきました／ 

自分の格好や 行き過ぎた行動が 皆の目を引き／表向きの愛情表現を 男の子たちが示すように

なりました 

好きな人と寝ることがカッコいいことだったので／自分はクラスでも受け入れられましたが／ 

教会からは拒絶されたので／神が怒っていると感じました 

神の存在すらも／人が作ったものだと思い始めたのです 

規則ばかりで／人から裁かれるのが理解できませんでした／ 

パーティはやがて 乱交になり 高校卒業後は／偽の身分証明書を持って ナイトクラブに出入り

するようになりました／ 

自分と同じ価値観の人とつるむようになり／教会や宗教はどうでもよくなり／ 

そのままの自分を／愛してもらおうと思いました 

愛のために規則や／条件をつけない人を探して／ 

そのような人たちと遊ぶようになりました 

彼らはいい車や宝石を持っており／お金が幸せを買えると思っていたのです／ 

良い子だからプレゼントをもらうのだと／子どものとき無意識に そう教えられたような気がし

ました／ 

良いものを持っていると／人が尊敬してくれるのです／ 

だから友達が電話してきて「ハワイにいるんだけど／3 つも仕事をするのではなく 時給＄500 の

仕事をしない？」というので／ 

何の仕事かと聞くと／とにかく来て 

嫌ならやらなくてもいいから／2 週間休暇をとっておいでと言われたので同意しました／ 

彼女は仕事で出会った男性に／恋をしたのでした 

私はハワイに着いた最初の夜に仕事をしました／本当に簡単なことでした 

その人は日本人で セックスしなくてもよかったので／2 週間だけ日本人を相手にしようと思い

／ 

お金や指輪や服などを持って／何事もなかったように ミネソタに帰ろうと思ったのです 

でもパンドラの箱を開けたようで／止めることができませんでした／ 

一度そのようなお金を稼ぐと中毒のように／デザイナーブランドが欲しくなるのです 

高校ではナイキとカルバン・クラインのジーンズなどを／持っていないと駄目なのです／ 

それで皆から受け入れて／愛されていると感じていたからです 

良い物を持って／ 大学教育を受けて 
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良い車を持って／それがアメリカンドリームでしょう？／ 

じゃあ アメリカンドリームをどう掴むのかというと／大学行って 一生懸命働くわけでしょ？

／ 

でも その近道を見つけたら そんなのどうでも良くなって／すぐに実現して 人に「すごい！」と

言われたかった／ 

そう思いながらミネソタに帰って／仕事を辞めました／ 

自分が水商売やっているという噂が立ちましたが 気にせず／斡旋業者無しで 働き始めました

／ 

ストリップクラブで客を見つけるのです／ストリッパーで売春もしていたので大金を稼ぎまし

た 

大金を払ってくれる／ドラッグ密売人に出会いました 

私は彼に恋し ／彼も斡旋業者はいらないと言ってくれました 

彼は 私を売らないと言ってましたが／一緒にラスベガスに行った途端に ことが急変したので

す／ 

彼は私のお金をコントロールして 私が何をして／誰と話して 誰に電話をしていいかを決める

ようになって／ 

ラスベガスで／性の奴隷となったのです 

クリスチャンとして育ったため 売春を始めたとき葛藤がありました／ 

神を信じて イエスを愛していました／8 歳のときイエスとの出会いがあったからです／ 

8 歳のとき知り合いに性的に虐待されましたが 

主を愛していました 

心の深いところで／ 主の愛と恵みを感じていました／ 

心の奥底では 売春して 滅茶苦茶な人生でも／主がお赦しになってくださることを知っていま

した／ 

でも他人には言えないことでした 

強姦魔や殺人鬼かもしれない客のドアをノックする前に／「神様にごめんなさいって伝えて」と

イエスに祈っていました 

いつも危険な目にあいました／ 

高級エスコートサービスでも／ 道端でやっているのと変わりません 

高級エスコートサービスと／道端での仕事の違いは 場所が違うだけです／ 

車の中やビルの裏陰でやるのと同じくらい／どちらも危険なことです／ 

１泊 100 万円のホテルで／頭に銃を突きつけられて 客にレイプされ／ 

窓から放り出されて殺されそうになりました／本当の話です／ 

レイプされたり 叩かれたり／殺されそうになって 

初めてこの仕事が／危険であることに気づくのです 

部屋で首を絞められて 数分か 30 分くらい／気を失ったこともあります／ 

目が覚めたら相手が部屋からいなくなっており／証拠さえ無いのです／ 

客だけでも危険なのに 斡旋業者もひどいものです 
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全ての人が悪いわけではありませんが／あなたを使って金儲けをしている人は あなたを大切に

は思っていません／ 

悲しいけれど それが現実で 彼らは侵略者です／虐待して利用する人たちに 私たちは囚われて

しまうのです／ 

多少危険があってもお金がいいからというのは／賭けのようなものです／ 

私の仲介人を喜ばせようとして／彼のために 自分が死にそうになったことを自慢しました／ 

自分が危険を犯すので 彼は私のことを可愛がってくれましたが／愛情を得るために自分を犠牲

にしていたのです／ 

もし仲介人を去って ／過去 5 年に彼に渡したお金を稼ぎ直そうとしたら／ 

1 億円から／5 億円になるでしょう 

だからボロボロになっても／働くことを正当化するのです 

もし稼ぎ戻さないと 皆から笑われます 

仲介人も 知っている人にも 売春婦の子たちにも／業界の皆にも笑われるし／ 

自分の情けなさにも／笑ってしまうのです 

でもこの業界で一番克服するのが大変なのは／自分の良心です／ 

「あなたはどうしようもなくて／良いとこ無しで どうせ何もできないでしょう？」／ 

「自分に証明してみなよ」と思うのです 

殴られたり 強姦・虐待などがサイクルとなって起こり／それを乗り越えているうちに だんだん

強くなって／ 

やがて麻痺して 自分が壊れてしまい／ドラッグやお酒など しがみ付くものが必要になり 

それを励みとして続けるのです／自分もそうでした／ 

最初の 10 年は／ドラッグも何もやらず しらふで／ 

たまに飲むことはあっても／仕事には影響がでませんでした 

酔っ払って仕事をしませんでしたが／11 年目にコカインにはまってしまい／ 

癌になり 化学療法と放射線治療を受けると 腰が痛いため／痛み止めを飲むようになり それに

はまってしまいました／ 

病気でも働いており 本当に仕事がイヤで／最後のほうは 週に 3 日だけ働いていました／ 

以前のように週 7 日はできませんでしたが／痛み止めとコカインがあれば 7 日間働けました／ 

毎日ハイになったらやっていける 

長年積み重なった痛みや恥や／怒りや不信感などを感じなくてすむと思うのです／ 

この職業は 最初 心の底から恥に感じますが 

長年やっていると麻痺してきます 

でも最後には／それを 3 倍くらい大きく感じるのです 

自分の行為は何の役にもたってなくて／物事を悪くしているだけだからです／ 

神が私を引き寄せ始めたのは… 

癌が発見されたときです／神に祈りました 

私のことを怒っているかもしれないけれど 

イエスは私の罪のために死んだので ／私を癒してくれますか と祈りました／ 
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私は図々しいことに 客のドアを叩きながら ／私を守ってくださいとも神に祈り／ 

自分の罪を赦して 体を癒してくださいとも／祈っていました 

天使のような細胞が／悪魔の細胞をやっつけている絵を描いて 

そのとき神が介入したのだと思います／95 年のことでした 

この生活から抜け出せるように祈っていましたが／どうしていいかわかりませんでした／ 

神に助けられてドラッグを止め 仏教を勉強し始めました／「仏の聖書」の箴言を読んでいました

／ 

クリスチャンはそうは呼びませんが ／自分はそう呼んでいました 

ところが 知らない間に仏でもウィッカの神々でもなく ／本当の神が私の心の壁を取り除いて

いたのです／ 

本物の遍在する神でした 

自分にはイエスが必要でした 

イエスが神で聖霊であると知りたかった 

すると主は／「私はあなたが必要としているものの全てである 

成功したいという願望や／父親からかけて欲しい言葉や／ 

セックスの後 抱かれているときに心が欲するものー慰め・平安・喜びー／それがわたしである」

と そのように語ってくれたのです 

2003 年 8 月 2 日に 主の名を呼びました 

薬物過多になり 心臓発作を起こしたので／イエスの御名で祈ると 生まれて初めて平安を感じ

たのです／ 

本当の平安で 神が今までもずっと一緒だったんだよと／言っているようでした／ 

働いているとき 仲介人がいたとき／わたしに反抗していたときや／ 

16 歳 17 歳 12 歳 8 歳のときも／ずっと一緒にいたんだよ／ 

君が初めて わたしを呼んだときから 手離したことはなかった／わたしから逃げても「娘よ お

いで」と抱き上げたんだよ と言われ／ 

神が片時も私から離れることがなかったことを知ると／平安が訪れました 

神がご自身について／私に語ってくれるようになりました 

神の元に皆がこのように来るわけではないけれど／真剣に主を求めました 

すると主が奇跡のように／私の心の中に現れたのです 

人生の回復と成功のカギは／イエスが誰かを知り 主を愛することです／ 

主が私のことを絶対的に愛していると知ったとき／私も心底 主を愛し始めました／ 

聖書を読み始め／主の愛には限界がなくて／ 

無条件であることを知ると／友達にもそれを話したくなりました 

教会に再び通う勇気も出て／また傷つけられても 神を信じようと思いました／ 

イエスを信じて 人に裁かれて傷つけられても／ 彼らを愛することができる と思ったのです 

教会に行き始め 女友達も誘い／沢山の人が来るようになりました 

彼女たちが救われ／人生も神に捧げ 変わり始めたのです 

そのとき行っていたのは南ラスベガスの教会でしたが／彼女たちを受け入れる場所がなくなっ
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てしまうくらいでした／ 

性的人身売買された女性たちを助け出す方法を探そうと／ぺレス牧師夫婦は祈っていたそうで

す 

私が彼らの教会に通うようになり／2、3 年前に牧師から電話がありました 

牧師が携帯に電話してくるときは／すごく良い話か 悪い話があるときですが／ 

電話口で彼は涙声で 

「アニー 今まで助けた人たちをホテルに住まわせたりしていたけれど／女性たちのための家が

手に入ったんだよ／ 

あなたが運営しませんか？一緒にこの冒険に乗り出しませんか？」／と聞いてきたのです／ 

私は「もちろん！」と答えました／ 

「フッカーズ・フォー・ジーザス(イエスを愛する売春婦たち)」／という名のミニストリーをし

ており 

カジノとかに行って／女の子たちに話しかけ／ 

教会に誘ったり／コーヒーのギフトカードをあげたり／ 

ギフトバッグをあげたりしていましたが／この家が出来たことで 働きがさらに進展したのです

／ 

流産して この世に生まれることがなかった自分の子がいるので／その家にはデスティニー ハ

ウス（運命の家）という名をつけました／ 

デスティニーという名の女の子でしたが／自分がコカインをやっていたため 子どもの運命が失

われたのです／ 

でも悪魔の運命ではなく／神の運命の家に来る女の子たちは／ 

何者にもならないと／この世の人たちには 見捨てられたかもしれないけれど／ 

神の運命を受け入れて／人生を変える選択が与えられるのです／ 

エレミヤ 29:11 に「わたしはあなたがたのために立てている計画を／よく知っているからだ。／ 

主の御告げ―それは災いではなくて平安を与える計画であり ／あなたがたに将来と希望を与え

るためのものだ」とありますが／ 

それを「デスティニー ハウス」では信じています 

体を売っている十代の子たちや／女性たちに言います 

仲介人がいたり クラブが斡旋していたり／電話や 自分のウェブサイトを使って体を売ってい

たりして 

人生を変えたいけれど／もう取り返しがつかないと 思っているかもしれません 

でも それは悪魔からの嘘です 

神はあなたの人生を変えることができるし 

神があなたの心に入ってくると ／なぜ あなたがそのようなことをしているのかを見せて癒し

てくれます／ 

希望はあるのです／神は私のことを愛せないし ／ 

神は怒っているのだと思っていましたが／それも嘘です／ 

「宗教」は人が神に近づこうとしてつくったものですが／イエスが教えたものとは全く違います
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／ 

神があなたを愛しているということを知り／神との関係を築くと 対話の中で あなたの心を変

えてくれるのです／ 

一晩で起こるわけではありませんが／今のままのあなたで良いのです／ 

教会に来るためや クリスチャンの友達をつくるのに ／きちんとする必要はありません 

主はそのままのあなたを愛し／あなたの心に入ってきて 内側から変えてくれるのです 

自分の悪い部分を全て直して／完璧にならなければと思っているかもしれない／ 

あなたが間違っているからと／どうしようもない罪悪感に苛まれるのは嘘です／ 

神が毎日少しずつ変えてくれて／毎日良くなっていくのです／ 

あなたが前進し続ける限り／神があなたの人生 全てを変えてくださり／ 

あなたは神に用いられるようになり／他の女の子たちを救済するようになるのです 

神は 彼女たちが愛されていることを／あなたに伝えてほしいのかもしれません 

あなたがどこで何をしたとしても ／神はあなたのことを愛しています／ 

どんなにとんでもないことをしたとしても／私よりも酷くても 神はあなたを愛しているのです

／ 

神はあなたを無条件に愛しており／あなたと関係を持ちたいと思っています／ 

今これを見ながら／神が心に触れているのを感じるけれど／ 

罪悪感があまりにも大きく／それを乗り越えられないと思っているなら／ 

神は 罪悪感なんかよりも／遥かに大きなものであることを知ってください／ 

全ての恥や 赦せない気持ちよりも／神は遥かに偉大なお方なのです／ 

あなたを傷つけた人を／赦してください と言うのは簡単なのは知っています／ 

でも最初の一歩を始め イエスをあなたの心の中に招いてください／神もイエスもあなたのこと

を赦してくださったのです／ 

だから主は十字架で死んだのです 

イエスも売られたことを知っていますか？／あなたが自分自身を売っているように 主も銀貨 30

枚で売られたのですよ／ 

残酷に殴られたりして／血を流す痛みなんか主には分からないと思っても／ 

首を絞められそうになったり 唾をはかれたり 怒鳴られたりすることや／人身売買の痛みのこ

とを 銀貨で売られた主もよくお分かりになっているのです／ 

今日 主に命を捧げたら／あなたの人生が変わるということを知って欲しい／ 

人生を簡単に変えられるとは／言いませんが／ 

神に委ねて／ 聖書の教えに従ってみるのです／ 

良い教会とメンターを見つけて／大変な状況から抜け出るのを助けてもらってください／ 

神はあなたの人生に／奇跡をもたらすことができることを信じてください 

神は私たちが主を信じることだけを／求めているのです／ 
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