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救う会大阪
ＮＯ！民主桜組
米国に原爆投下謝罪を求める会
大阪の公教育を考える会
スパイ防止法の制定を求める会
外国人参政権に反対する会・関西
日教組の違法行為を追及する市民の
竹島を奪還する会・関西
靖国神社の御霊に感謝する会

かつて、
『日本丸』が難破しかかっ
たことがある。
そのとき自分の命を賭けて護っ
た人達がいた。そ
して今、
彼らは靖国神社で静かに眠っ
ている。
靖国を粗末にすること。
靖国で騒ぐこと。私
たちは絶対に許さない。
靖国神社に眠る御霊に感謝する会
「花の都の靖国神社 春の梢に咲いて会おう」

私達は、関西からの遠征を待っていたかのように桜満開
の四月四日、靖國會（事務局長沼山光洋）
、桜組（代表服部
英子）、外国人参政権に反対する会・東京（代表村田春樹）、
等の諸会の全面協力を得、
「靖国神社に眠る、尊い命を捧げ
日本を護った皆様に感謝しよう」と題し、午前に靖国神
社前九段下、午後は有楽町で街頭演説
会を行いました。また、夜は、文京区
民センターで、昨年八月十一日、靖国
神社で神をも恐れぬ狼藉を働いた、台
湾立法議員高金素梅に「二度と日本の
土を踏ませない国民大集会」と題し集
会を行いました。
この集会では、三月三十一日に徳永
弁護士が麹町警察署に一二九〇名の２
次告訴・告発を行ったことを報告され、
また、目標五千人の告訴・告発委任状
を集めようと決議しました。
今回の活動のきっかけは、高金素梅
の刑事告訴・告発をアピールするため
の集会でした。しかし、私たちは、私
たちの活動の原点である、「国家主権、
それを命がけで守った人達がいる。
」こ
とを肝に銘じるため、毎年、御霊も宴
会をされるであろうこの花のとき、関
西から、九州から、彼らに感謝の真を
伝えるため、靖国前九段下に集い、マ
イクを持って道行く人に気持ちを言葉
で伝えたいと思います。来年は四月三
日の予定です。

午後、会場を有楽町に移動
全員で「靖国を守ろう！」
先導は 松谷祐子（桜組）

靖国神社に眠る御霊に感謝する会 代表代行 増木重夫 九段下靖国神社前
http://mid.parfe.jp/kannyo/yasukuni/top/top.htm
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打倒鳩山民主党！
「靖国神社を粗末にする
政党は絶対許さない」編

当日、高金素梅靖国狼藉の現場におられ
た方、おられた方をご存知の方、
マスキ情報までご一報をお願いいたします。
（増木）
090-3710-4815

目撃者探しにご協力を

※ この委任状は「靖国応援団」で最終
集約し、警視庁麹町警察署に提出

〒 565-0874
大阪府吹田市古江台
Ｆ
2-10-13-3
マスキ情報
（増木）
090-3710-4815
◎ 詳細、委任状のダウンロードは
http://mid.parfe.jp/kannyo/yasukuni/
baikinnkokuhatu.htm

取りまとめ（送付）先

門脇朝秀（あけぼの会代表）
西村真悟（前衆議院議員）
古賀俊昭（東京都議会議員）
三宅 博（前八尾市議会議員）

【告訴・告発人団（１次）
】

湯澤 貞（靖國神社第八代宮司）
板垣 正（元参議院議員）
中條高徳（英霊にこたえる会会長）
土屋敬之（東京都議会議員）
宍倉清蔵（千葉市市議会議員）
小田村四郎（李登輝友の会会長）
小林幸子（二宮報徳会会長）
石戸谷慎吉（英霊奉賛日台交流会）
三輪和雄（日本世論の会会長）
三宅教雄 （台南会会長）
森 敬恵

【呼びかけ人（敬称略）
】

高 金素梅 らの靖 国神社 での暴 挙に対 し、礼拝 所不敬 罪等の 罪状で 刑事告 訴・告 発を行い ます。 告訴・ 告発代 理人宛 の委任 状にご協 力を
此 処 に 至 っ て も 拱 手 傍観 す る な ら ば、
靖國神社の英霊祭祀を大切に思っている
多くの日本人の心の在り方を誤って伝え
ることになりかねません。事実、昨年末
には、某反日団体により高金素梅の狼藉
を倣った暴挙が繰り返されそうになりま
した。人々の崇敬を集める礼拝所におい
て無礼を働くことは、刑法 188
条（礼拝
所不敬罪）が禁じるところです。いかな
る政治的パフォーマンスも人々の心を踏
みにじる形において行われることは許さ
れません。今こそ、怒りの声を挙げ、日
本の司直に対して高金素梅に対する厳正
な処罰を求め高金素梅が二度と日本の地
に足を踏み入れ靖國神社に対する狼藉を
働けないようにしなければなりません。
私たちは、靖國神社の尊厳と日本人の魂
を守るため、
志を同じくする弁護士らに委
任して告訴・告発の手続を執り行うことを
決意し、昨年 21
年 12
月 28
日、あけぼ
の会代表門脇秀朝氏を代表として第一次
告訴告発を行い、平成 22
年 月
日
3 31
に 1290
名による第 次
2 告発を行いまし
た。現在、「多くの日本国民が怒っている
んだ。
」ということを示すため、三次、四
次・・・の告訴告発を準備中です。
今回の作戦は靖国応援団が中心となっ
て取りまとめを行っておりますが、それを
側面支援し、
一人でも多くの方にご参加頂
くことを切に願っております。告訴・告発
人に名を連ねて下さいますようお願い申
し上げます。

沼山光洋代表幹事

古賀俊昭東京都議
幸洋代表幹事

高金素梅靖国狼藉事件
刑事告発ご協力のお願い
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
去る平成２１年８月１１日、台湾の立
法院議員高金素梅ら一行約五十名 は突
如靖國神社境内に現れ、神社に眠る多く
の御霊の面前で、「靖國神社は合祀を止
めろ！」等と書いた横断幕を拡げ、拡声
器を用いて「靖国Ｎｏ！」等のシュプレ
ヒコールを連呼して行進して拝殿 に迫
り、あるものは静止する警備の神職に傷
を負わせ、あるものは賽銭箱をまたぎ土
足で拝殿に入るという信じられな い暴
挙が、白昼、多くの参拝者が見守るなか
で行われました。やがて高金素梅らは、
持ち込んだプラカード等を境内に 捨て
置いて意気揚々と引き上げ、彼らを日本
に招聘した社民党本部に凱旋して 拍手
をもって迎えられ、台湾帰国後、北京に
赴いて胡錦濤首席に戦果を報告す るな
ど、全くの英雄気取りであり、反省の色
は微塵もないようです。
私たちは、今回のような靖國神社と国
事に殉難された御霊に対する公然 不敬
の狼藉を日本人として断じて許す こと
はできません。それは日本人の民族の魂
を侮辱するものです。実は、高金素梅の
靖國神社に対する狼藉は、今回に始まっ
たことではなく、過去においても幾度と
なく靖國神社を訪れ、不敬を働いてきま
した。しかし、今度という今度は良識あ
る日本人の忍耐の限度を越えています。

スタッフ全員で参拝

湯澤貞第八代宮司
表幹事

徳永信一弁護士

小林幸子二宮報徳会会長

藤島雄平同志社大 １回
生
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ゼネコンの小沢、マザコン
の鳩山、そして今度は中井国
家公安委員長の女性問題。３
月２３日の参議院予算委員
会では連立を組む福島みず
ほ大臣が「閣僚としては（自
衛隊が合憲であることを）認
めるが、社民党としては認め
られない。」などと「一歩外
に出ればオレは独身」などと
嘯く○○さんみたいなわけ
のわからない発言をしてい
ます。子供手当てや外国人参
政権等問題山積みの民主党、
まあいいでしょう。全て目を
つぶるとしましょう。しか
し、靖国参拝の件、これだけ
は絶対許せない。鳩山政権
は、政権樹立とともに早々と
閣僚たちと全員靖国神社に
参拝しないことを申し合わ
せ公言しました。このような
政党に政権を任せていいの
でしょうか。
今から６５年前、日本はア
メリカ等の国を相手に太平
洋戦争をおこないました。正
しくは「大東亜戦争」と言う
のですが、その戦争で皆様も
ご存知のように多くの日本
人がなくなりました。そして
亡くなった彼らを祀ってい
るのが靖国神社です（正確に
はそれ以前に亡くなった人
も祀られています）。この戦
争にはいろいろな見方があ
ります。「侵略戦争だ！」と
いう人もいます。しかし「侵
略」であろうがなかろうが、

【大 分】
【長 崎】
【鹿児島】

彼らが日本の繁栄と私たちの安寧を願 私たちは、台湾立法府高金素梅
竹内泰存 君塚寿夫 中村年子 広瀬昭八
広瀬一森山秀雄 木下忠久 吉川法人 吉川
い「命」を差し出し散っていったことには
を刑事告発いたします
勇人 松本賦壽山口倫治 山口悠香
間違いありません。彼らは日本を護るため
《平成２２年４月２０日現在》 【神奈川】 嶋田尊治 郷右近夏美 冨田
征き、そして闘ったのです。「靖国で会お
定幸 梶井秀 阿世知俊幸 竹内利行
う！」という言葉を遺して。これは国家と 【北海道】 工藤吉五郎
阿曽康夫 中村寿徳 春藤健一 浜中勲
亡くなった人との約束です。「人命は地球 【長 野】 金澤由紀文
橋ケ谷修
より重い」と言った政治家がいました。で 【茨 城】 緒方守 米川政宏 菅原正男
【静 岡】 薮崎光治 美和哲治
相澤宏明 金井紀征
あるなら、その重い命と引き換えに戦地に
【千 葉】 西村修平 田代照夫 辻田嘉之 【奈 良】 西秀士 瀬戸保彦 鷲尾高史
赴き、そして亡くなった彼らの意思は最も
片山昌紀 大西秀雄 齋藤基樹
針ヶ谷務 葛西秀亮 村山義夫 大山貴志子
尊重されるべきではないでしょうか。
【
滋 賀】 新井栄一郎 福井泰弘 大滝宏
小松隆夫 三上敏子 石坂和義 平山憲司
我日本が存続する限り、この約束は守ら
叡南覚範 大森行隼 田中修
小高俊雄 本多俊哉 竹内孝彦 讃井文夫
なければならないのです。私たちも「命」
【京 都】 小林路義 石田潔
村
松
輝
人
小
川
益
男
嘉
藤
和
子
【三 重】 松谷祐子 松田晃平
【大 阪】 増木重夫 荻野弘子 戸咲光弘
鹿島洋志 小倉 悟 赤田正和 岡田隆彦
井上和夫 吉川昌宏 江上嘉隆 藤重武義
村田育子 田中穣 三浦繁之 中川隆史 亀
田喜一 葛目浩一 中田康二 三好栄治 福
井信子 小西壮介 高場八代子 田中道子
福栄孝夫 小西正秀 阿辻満 加藤高幸 前
川栄子 青木巡 上野和幸 吉岡 捏 相田
吉広 井上和夫 三浦繁之 西尾和彦 山本
智子
【兵 庫】 山本明 藤島雄平 寺本孝男
下井田洋平 草葉忠芳 亀井浩二 佐野賢治
宇根元宗泰
【岡 山】 西川晃男 福井慎二 高森一仁
今村良孝 山崎守 塩本恭司 山崎明美 西
川和喜子 西川泰光 出口清子 水谷洋子
水谷嘉代 江本幸夫 出口和男 瀬戸保彦
鷲尾高史 春田明俊 那須岩男 長田雅恵
山内俊哉 宮田泰浩 高森淳子 片山昌紀
中原大介 井上靖雄 土井君仁 植山敬右
【広 島】 佐藤正夫
【香 川】 上野周良 元満正樹
【愛 媛】 弓場 巌
【島 根】 梶谷萬里子 福留暢哉 奥山恭
【福 岡】 小川慎太郎
浩 門脇一樹
市川弘城
藤澤眞二 松尾雄一 荒尾伴市
松下芙二雄

には「命」をかけて。
【埼 玉】 村田春樹 小林義英 江藤利幸
「靖国神社にはＡ級戦犯も祀られてい
吉田實 高橋節子 寺山八重子 岡本朝秀
る。」などとわけのわからないことを言う
三宅教雄 道添隆寛 加藤修 吉川千代子
布浦慎司 西村昌二 友部幸洋 伊東孝司
外国に気を使って総理を始め閣僚は靖国
加藤哲史 半本茂
神社に参拝しません。どこの国に他国に気
を使い国家のために亡くなった人達への 【群 馬】 浅見秀夫 金沢春高 小林利光
慰霊を取りやめる政府があるのでしょう。 【東 京】 沼山光洋 熊谷猛 高山あずさ
吉野秀一郎 小原功士 清水隆益 竹内泰存
靖国参拝は歴史論争、政治論争とは切り離
吉田康一郎 中村年子 小林幸子 中藤健三
し、全く別の次元で、もっと単純に「約束
荒岩宏奨 難波江紀子 薮原裕二 菱倉義成
を守る」という一点で考えなければならな
小野寺彰 福留聖司 大内雅之 武田光江
いのではないでしょうか。また、靖国神社
中田雅子 高山輝雄 町田正己 森進一郎
の代わりに皆が納得いく代替施設を作ろ
小原功士
うという話があります。しかし、これでは
桑木崇秀
外国は納得しても一番肝心な亡くなった
平賀 徹
人が納得しません。「約束が違う。」とお
藤田裕行
叱りを受けるでしょう。六本木ヒルズより
倉田勝彦
大きい施設を作っても絶対だめなのです。 佐藤千枝
「靖国神社」でなければならないのです。 溝口真之
有門大輔
鳩山政権前の自民党も靖国参拝に関し
瀧澤伸一
てはひどかった。総理がコソッと参拝した
郎 鈴木
り、「玉串料はポケットマネー」など言っ
三枝子
たり。でもまだ多少は参拝しました。しか
佐藤晃
し、この鳩山政権、「一致団結靖国参拝を
君塚寿夫
しない」これほどひどい政権は古今東西ど
石坂友一
こを見渡してもないと思います。私達はも
山口勇治
はや我慢の限界。この東京で「打倒民主！」 石塚英行
を訴えます。（桜組 増木直美）
大内栄子

日本世論の会 三輪和雄会長
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Ｍ情報 110
号、印刷 主党が政権公約として「民主党政権政策マ 一方的な処分を出されたことによる原告の 土屋たかゆき都議からのメッセージ
「公約は正直に！」と言って、民主党を不
も終わり、封筒詰め込み ニフェスト」を２１年７月２７日を発表す 精神的打撃は多大である。
作 業 を 開 始 し よ う と 思 るが、これが選挙運動用であり、実際の政 しかも、被告民主党都連の処分の発表に際 当除名された都議会議員 土屋たかゆき と
っ て い た と こ ろ に 土 屋 策は、
「民主党政策集インデックス２００ しては、処分の理由となった事実を明らか 民主党の裁判が始まります。
議員から、
「民主を提訴」 ９」に基づいて実施するとのことであった。 にしないばかりか「出席要請を４回行った」 このサイトでは、この裁判の経過を皆様に
の一報が。全８頁で再編 そして、政策集には掲載されているにもか などと事実と異なる一方的な情報を流して 出来るだけ速やかにご報告し、民主党がい
集、刷り直しました。
かわらず、
「外国人参政権」「夫婦別姓」な いるが、少なくとも正式文書による出席要 かに、民主的でない政党かを訴えていきた
「民主を提訴」の一報、 ど、国の形を変え、家庭の形を変える重要 請は、２通のみであって、同被告の発表は いと考えております。皆さ んも、是非 土
お 伝 え し な い わ け に は 政策は、マニフェストには掲載されていな 真実でない。これらの発表をうけての新聞 屋たかゆきを応援してください！
テレビ等での報道記事は、単に「反党的行
いかないでしょ。
いことがわかった。
http://tutiya.info/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「政策は正直であるべきである」との信念 為をしておきながら呼び出しにも応じなか
《訴状抜粋・要約》
のもとに、２１年７月３１日のブログでそ った」等と、あたかも被告側に適正手続き カンパのお願い
の問題点を指摘し、さらに、平成２１年８ が存在せず、原告が呼び出しを無視したか 日本再生！闘う都議会議員 土屋たかゆき
訴
状
月２６日発売の雑誌 WiLL
に論文を発表し のような事実に反する報道となっている。 の活動を支えるために カンパをお願いし
このことは、被告らが不実の情報を提供し、 ます。
原告 土屋たかゆき
た。
被告 民主党東京都総
原告の論文発表は、
「選挙はマニフェスト、 世論を誤導したことを意味しており、これ 土屋たかゆきの政治活動は、利権に関係し
支部連合会
政治は政策集」などというご都合主義の使 によって原告の社会的信用は著しく損なわ ない皆さんの浄財によって支えられていま
連合会会長職代
い分けは有権者を欺くものであるとの意見 れたのであって、原告の被った精神的打撃 す。闘いを続けるに為にも、資金が必要で
す。ご理解を頂き、皆様の浄財をおねがい
行 海江田万里
表明である。議員としての良心に基づくも は甚大である。
します。
被告 菅 直人
のであって、目的の正当性は明らかである。
一口
円（出来れば３口以上でお願
被告 大河原 雅子
多くの有権者から、「マニフェストの内容に
1,000
いします。上限は年間 150
万円です）
は共鳴できるが、それとは別の政策集なる
下記口座までお振込下さい。
処分無効確認請求事件
ものの存在は知らなかったし、もしその内
※寄付はすべて個人名義でお願いいたしま
容で決めていくのであれば投票などしたく
す。また、匿名による寄付は認められてお
１ 被 告 民 主 党 東 京 都 ない、詐欺に等しいやり方だ。」との抗議や
りません。
総支部連合会が、平成２ 批判が相次いだ。この様に自らが所属する
■郵便振替
１年１２月５日付けで、 民主党が詐欺呼ばわりされることを懸念し
口座番号
原 告 に た い し て な し た て、党の為に叫んだものであり、決して反
00170-2-600179
加入者名 土屋たかゆき事務所
除 名 処 分 の 無 効 を 確 認 党行為でもなんでもない。
※寄付金控除をご希望の方は、通信欄に控
する。
原告は、いやしくも都民から多くの支持票
除書類必要をお書き下さい。
２ 被 告 ら の 不 法 行 を集めて選出された都議会議員である。
■銀行振込
為 に よ っ て 被 っ た 原 告 除名処分は、その地位に関わる重大な決定
みずほ銀行 大山支店（支店コード 628
）
の 精 神 的 損 害 を 慰 謝 す 事項である。ましてや、１２年の長きにわ
普通
るために、金５００万円 きにわたって民主党に所属し、党および都
1532341
口座名 土屋たかゆき後援会
を支払え
連の重責を担ってきた議員であることから
※お手数ですが、お名前、住所、ご職業と
すれば、相応の配慮が求められてしかるべ
寄付金控除をご希望の方はその旨を、土屋
２ １ 年 ８ 月 ３ ０ 日 の きである。その権利行使につき強い意志を
敬之事務所まで、電話またはメールで。
衆議院選挙に向けて、民 有する原告に、弁明の機会を与えないまま、

【桜組】と一緒に H22-2-28 大阪難波にて
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ささやかな戦争体験談
西 川 晃 男（岡山）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
私は一年半の軍隊体験がある。 復員し
てみると実家は幸い にして戦災に遭って
いなかった。それで戦災で丸焼けになった
神戸の複数の戦友の家の再建の手伝いに、
昭和
～ 24年の間 何度か神 戸へ通 っ
22
た。
戦友は「時々変な奴等が集団でやって来
るから、彼等と決して目を合わせるな」と
言った。
何日目かに、腰に付けた小太鼓を打ち鳴ら
しながらやって来た三十人ばかりの彼等
は、頭だった者は前記のように飛行服を身
につけ鉄パイプを持っていて、子分 共は
不揃いな軍帽を被り肩バンドつきの帯剣
を着けて、拳銃らしいモノやごんぼ剣を下
げたりして居た。 そして「我々は戦勝国
民タ！文句カある奴はテテこ い！」と喚
いて周囲を威嚇しながらやって来た。
小太鼓の音が遠くから聞こえたし戦友
から注意を受けていたので、逸る心を抑え
ながら建てた柱を支えて壁のトタンの隙
間から見送った。「コン畜生！戦争に 負け
たからと言って、奴等からこんな恥ずかし
い目に遭わされねばならないとは・・・」
と悲憤したのを思い出す。
兵庫区と林田区の裏通りだった せいな
のか、二度と出会わなかったのが幸いだっ
たが、買い出しに闇市へ行って「スイトン
（色の茶色い小麦粉の団子が入った 雑炊
のようなモノ）屋」へ入ると「生田警察署
が奴等に襲撃されたらしい・・・」とか「蒸
しパンを売っていたら朝鮮人に台をひっ
くり返されて蒸しパンを奪わ れた人が居
る」などの話が飛び交っていた。
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しかしその太鼓の調子から、戦争に因っ
てしばらく中断していた春祭りを再興し
ようとする青年団が、稽古のために少し
離れた神社で打っている太 鼓の音だと
判った。 その時のヤレヤレといった雰
囲気との落差が忘れられない。 事ほど
左様に、朝鮮人の暴虐行為が巷の人々の
間に知れ渡っていたと言う事なのだが、
今では全て忘れ去られてしまっている。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

増木重夫 （Ｍ情報）

にあるわけです。みなさん思い違いをして
いませんか？でも現実問題は、みんなレス
トランでは子どもたちが選んでいます。ち
ょっと難しい話になりますが、これはエビ
フライを注文するというお父さんの権利を
お父さんがＫ君に譲渡、あげたのです。本
来持っていない権利をお父さんからもらっ
たという話と、本来権利を持っているとい
うのは根本的に違うのであって、子どもの
ほうから「僕にメニューを選ぶ権利がある」
とは言えないのです。お父さんにはお父さ
んの財布の事情もあるしね…。同様に子ど
もたちが自分の部屋に鍵をかけることにつ
いて考えてみましょう。自分の部屋に鍵を
かけるのは当たり前、「私にもプライバシー
がある」当然このように考えると思います。
で もこれ はおかし いと言 わざる を得ま せ
ん。鍵をかけるということは、すなわち、
占有を意味します。占有するには所有（買
い取る）するか、または所有者から家賃を
払って賃借しなければならないのです。
要は買い取るか家賃を払う。いずれにせ
よお金を払えない子供に部屋に鍵を掛ける
権利などあるわけがないのです。思い違い
をしてませんか。

君はエビフライ派？ とんかつ派？

神戸へ通っていたある時、三宮駅のホー 等の声援が飛び交っていた。
ムで電車（当時鉄道省の電車を省線電車と その時はるか遠くで打つ太鼓の音が聞こ
言ってい た）を待っていたら、上り線に当 えた。 その時の皆の様子が今に忘れられ
時占領軍専用にされていた一等車（車体に ない。
白い帯が描いてあった）が信号待ちの故か “ギョッ”としたその場の雰囲気・・・そ
停車した。 「どうせアメ公がふんぞり 返 れは「とぅとぅこの近所にも朝鮮人が押し
っているのだろう…」と思いながら目の前 寄せてきたのか」という緊張の瞬間で、中
の車両を見ると人影がない。 不審に思っ には腰を浮かせて逃げだそうとす る者さ
て近寄って中を見ると、白い麻のカバーを え居た。
掛けた座席の上から通路まで、 麻袋や木箱
に入って縄掛けされた一見して闇物資と思 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
われる貨物が満載されている。 そして扉
を開けた前後のデッキには「戦勝国民」と
大書した腕章を着けた 男が二～三人ずつ、 ファミリーレストランが週末、家族連れ
我々を見下し勝ち誇ったような顔でニヤニ で大変にぎわっています。お父さん、お母
ヤしていた。 「虎の威を借る狐」よろし さん、子どもたち。まずメニューに飛びつ
く、ＲＴＯ（占領軍の鉄道輸送司令部）に くのは子どもたち。とんかつがいいとか、
渡りをつけ て、警察が手をつけられない占 エビフライがいいとか、ワイワイガヤガ
領軍専用列車で、白昼堂々と闇物資を大阪 ヤ。さて、子どもたちにエビフライを注文
向けに運んでいたのだろう。 すぐに発車 するか、とんかつを注文するか、選ぶ権利
したが、闇物資を積んでいたのは２両で莫 はあるのでしょうか？
大 な量だったと思われた。
おそらく九十五％の人が、子どもに権利
そして最後尾の展望車には占領軍の家族 があると答えます。本当にそれでいいのか
だろう若い女や子供達が乗っていて、我々 一度考えてみましょう。
を見下ろし蔑んだ目で見ていたのが印象に
さて、権利と義務は一対のものであるこ
残った。 今から思えば、彼等の 国での列 とには異論はないと思います。そこでＫ君
車はプラットホームが無いか在っても低い は選ぶ権利を主張しエビフライを注文し
ので、車内の彼等・彼女等と目線が大体同 ました。そして食べ終えました。そうする
じ高さなので気に食わなかったのかも知れ とどういう義務が発生するのでしょう。そ
ない。
うです、代金を払わなければならないので
時は遷って昭和 27
年春の、白黒テレビの す。ところが子どものＫ君に代金が払えま
試験放送が始まって間もない頃。 焼け残 すか？誰が代金を払うのですか？お父さ
った我が 家に当時珍しかったフィリップ んが払うのです。ということは、Ｋ君は代
社の インチテレビが導入された。プロレ 金を支払うという義務を履行出来ないわ
14
スの力道山が大活躍していた時だったの
けですから、エビフライ選んで注文すると
で、夕食後の我が家の座敷には近所の老若 いう権利もないわけです。エビフライを注
男女が 集まって立錐の余地が無い程の賑 文するか、とんかつを注文するか、メニュ
わいで「よし行け！」
「なんでやねん・・・」 ーを決める権利は代金を支払うお父さん

込み禁止。録音テープ など論外。係官に「拳 館に街宣、抗議に行った回数数十 回・・・・・ ったと思った。好まざる相手、もっと言え
平成の大脅迫
銃は持ってないですか」と問われた。形式 米国から見るとチョー札付き。ビンラビン ば脅しに来た相手にまで誠実に対応する
主権回復を目指す会
的なものだろう。宍倉議員が「ささやかな か西村修平。そこまで大物ではないにしろ 寛容さ。氏がここまできちっと我々に対応
物？を一丁持っています。」とわけのわか ブラックリストに乗っていることだけは間 したことが脅威の第二でした。私は今まで
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ らない返答。伊藤玲子先生が「何言ってん 違いありません。西村を外せといわれるか、に「背面服従役人マン」にいやというほ
最近、西村修平率いる「主権回復を目指 のよ」と、わかってかわからずかわからな 訪問が潰れるかの賭けでした。ところがノ ど会ってきた。私は決してアメリカびいき
す会」の活動に賛否両論かしましい。
いが一発かます！ この辺はまだ、皆心に ープロブレム。こっちがびっくりしました。ではない。特に新米というわけではないが
西村修平なる人物はいかなる人物か。彼を
余
裕
！
余
裕
！
中
に
入
っ
て
か
ら
「
」
ま
さ
か
こ
の
西
村
の
訪
問
を
認
め
る
と
は
。
米
国
こ
の対応は日本の役所ではありえない。
CLEAN
批評する一資料に加えられたい。今から２ のカードをもらう。すかさず古賀議員が「縦 の「太っ腹、奥の深さ」を感じまず。 「ス
そして高山博光団長が、こちらが用意し
年半前の話である。
書きにしろ！」ここでも言うか。応接間に ゴイ国だな～～～～！ 通らばリーチと思 た趣意書と賛同人名簿を机の上に置き趣意
♪♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪ ♪ たどり着くまでに計４回のセキキュリテイ っていましたが、まさか通るとは。脅威さ を話し始める。私達の心配は「趣意書」、
ーチェック。最後の関門は小銃を持った
え覚えました
ハッキリ言えば脅迫状を米国が受けとるか
の前を通過。
そして中に入りました。凛として、華美 否か。いかに、「原爆謝れ！」と書いてあ
MP
話が前後しますが、今回の大使館訪問に なことは一切無い質素な屋内。しかし始め る趣意書を受けとらせるか。そこが今回の
当たって、事前交渉で（当たり前の話です てお目にかかる重厚さ。エレベーターで７ 作戦のポイントでした。訪問のアポイント
が）①目的 ②訪問者名簿、等の提出を求 階へ。そこに今回の対応者、政務部 次席マ を取る段階で「原爆謝罪」を言い出すと、
められ、根ほり葉堀各々の詳細を質問され ークナッパー氏が我々をニコニコと待ち受 面談を拒否されるのではないかと思い、そ
ました。参加議員は「百人の会の地方議員 けていました。ニコニコであり、ニヤニヤ のことは国境を越えて（大使館に入り込ん
有志が」ということでしたので「百人の会 ではありません。ましてやヘラヘラでもあ で）から話すこととし、「議会での従軍慰
の HP
」の中身にまで質問されました。米国 りません（これは日本の役 人へのいやみで 安婦謝罪決議に抗議」だけを面談の目的と
は我々のことを調べつくしています。私の っせ！）。
し、申請したわけです。いわば、トロイの
本業の塾
氏の案内で部屋に入り席に着きました。 木馬作戦。しかしそれは余計な心配で杞憂
のことに
ナッパー氏が英語で口火を切ります・・・・・。に過ぎませんでした。
まで話は
それを秘書が通訳。
ナッパー氏は趣意書を受けとるも受けと
及びまし
「①遠くからも来ていただいてことに大変 らないも、逡巡する我々に「早く出せよ！」
た。私は
感謝する。②地方議員、市民の皆さんと交 という雰囲気。そして手渡した書類を積極
訪問者に
流の場がもててたいへん嬉しい。今まで
的に読み始めました。
「事務局」
経験のないことだ。皆さんの勇気に敬意を
読み終えるのを待って高山博光団長が桜
として一
表したい。③英語で話すことをお許し戴き 井よし子さんの資料等を示し、口頭で趣意
か八か西
たい。私は皆様からお聞きしたことを私が を説明。伊藤先生が、「従軍慰安婦という
村修平を
どのように理解したかを話します。私は皆 言葉は当時はなかった」。宍倉先生 が「従
申請しま
様の話されたことを正確に本国に伝える義 軍慰安婦は捏造話」、三橋先生は「もう終
した。西
務がある。間違った理解があれば指摘して わりにしよう」。などと席順に一言二言交
村と言え
欲しい。」
互に話しました。そして西村修平の番。つ
ば、警備
たいへん丁寧でそつがない。応対に誠実 いに彼が平成の大脅迫、いや大演説をぶち
係りとは
さと真摯さを感じる。政治的回答の如何は 上げたのです。
顔見知り。
もちろん分からない。しかし氏の対応を
「私 は一日本国民として米国大使館政務
米国大使
勉強できただけ でも来た価値は十分にあ 部次席のマークＥ・ナッパー氏に申し上

一昨日（平成１９年九月）５日、「トロ
イの木馬」作戦敢行。結論から言うと、木
馬は総ガラス張りでも良かったのかもし
れない。ということです。
先日米国議会で、マイクホンダ提案の従
軍慰安婦謝罪決議に対し、私達は米国大使
館に、地方議員軍団を編成し、抗議と沈静
化を求めての陳情と申し入れ行きました。
慰安婦決議の話題が拡大すれば「米国の原
爆投下、無差別空襲に対しての謝罪要求運
動を起こす。」と仕掛け花火を持って。
米国大使館へ、イザ！ニイタカヤマノボレ
【史上最強の地方議員軍団】
代 表 高山 博光
福岡市議会議員
伊藤 玲子 元鎌倉市議会議員
宍倉 清蔵 千葉市議会議員
古賀 俊昭 東京都議会議員
三橋 弘明 茂原市議会議員
事務局 増木重夫 西村修平
１５時３０分、赤坂の米国大使館到着。
周囲の警備は大阪領事館の１０倍。周囲の
ビルの最上階には警備担当がいるとか。警
視庁の警備隊長に「３０分以内に帰ってこ
なかったら戦車で助け に着てヨ！」と約
束。西村修平氏と、「無事出てこられるか
な～～～。」まず玄関での身体検査。携帯
電話、ペットボトル、電子機器等一切持ち

「西 村 修 平 研 究 」
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げます。議会で通ったいわゆる慰安婦強制
連行の決議案だが、シナ・中共の対日精神
侵略の重要構成部分であり、日本を精神的
に屈服させる歴史偽造であります。シーフ
ァー大使始め米国議会の議員の方々の知
性は極めて高いことを我々は知っていま
す。その方々の知性をもってして、慰安婦
強制連行が国家的レベルで日本が行った
など、誰しもが信じてはいないはずであり
ます。十分に歴史偽造であることを分かっ
ていて、日本を非難している。慰安婦強制
連行を最も声高に叫んでいるのが、中華人
民共和国のシナ・中共だが、この国家は世
界最大の人権蹂躙国家であることは言う
までもありません。この中華人民共和国
は、我が国と同盟関係を結び、民主主義と
いう価値を共有する貴国との関係におい
て、国家の価値観を にする一党独裁国家
であります。
自由主義国家に属する筈の米国が、独裁国
家のシナ・中共と一緒になって歴史偽造を
煽る事態を、我々は米国がシナ・中共と共
に日本人を精神的に共同管理する方向へ
シフト転換したとみなさざるを得ません。
つまり、国家の価値観を共有する同盟関係
の破棄とみなすことが出来るのです。先程
から、我々の発言にあった米国の原爆投
下、東京大空襲、各地方６４都市への爆撃、
非戦闘員への機銃掃射などの戦争犯罪を、
これまで告発することを控えて来たのは、
貴国と日本が揺るぎない同盟関係にあれ
ばこそだったからです。
昭和２０年８月１５日、米国占領軍の先遣
隊が厚木基地に降り立ち、最初にした任務
は米兵専用の慰安所の設置でした。米兵の
婦女暴行を防ぐとして、我が国政府は早く
も同月１８日、通牒を発して、米兵相手の
慰安所を各地に設置したのです。そこには
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日本人女性約８万人が集められ、貴国の兵 絶対西村を出させることである。と。外務 相手はこう思うだろうから、とか、これを
を相手の性的使役に供せられた。米国は我 大臣１０人分の仕事を彼はやったのではな 言ったら角が立つ、友好にひびが入るから
が国女性に対して性奴隷制を強要したので いでしょうか。
などと思っていたら相手にバカにされるだ
あります。米国はシナ、朝鮮と仲良くして 自賛しますが、私が西村同行を企てたこと け。ハキリ言わないことが日本の美徳、奥
歴史偽造を演ずる前に、戦争犯罪の数々と は大正解で、誉めて戴きたい。
ゆかしさ。それは国内の話であって、外国
日本人女性に加えた幾多の性暴力に国家と 次は古賀先生。「俺の言うことがない！」 人と真の友情を深めようと思ったら、日本
して謝罪し、被害者に賠償金を支払う義務 最後に私（増木）。
人には最も苦手ですが「対応は誠実に、そ
が生ずるのです。米国が、独裁国家と共に 「アメリカは兄である。たいへん尊敬して して率直に思いを言うこと」これしかない
歴史偽造を煽り、我が国の名誉を汚すに至 いる。しかし足を踏まれるといくら尊敬す と思います。いま、ナッ ー氏が最も信頼し
っては、もはや同盟関係は成り立たない。 る兄であっても噛みつきたくもなります。 ている日本人は西村であるといってもオー
米国が慰安婦決議案の撤回をしないとなれ 日本と米国は 絶対兄弟喧嘩をしてはいけ バーではないと思うのです。
ば、我々日本人は米国に宣言しなければな ない。世界の平和と秩序のため末永く信頼
私は原爆謝罪のことを「脅し」と表現し
らない。日本国民は米国に寄せる幻想から と友情を持って付き合わなければならな
ました。もちろん冗談です。しかし国際社
目覚め自主独立を目指す。シナ・中共の侵 い。それが破綻する原因をつくることは絶 会においてはこれが常識。べつに「脅し」
略と戦うのはもちろん、我が国土は我が国 対止めて欲しい。今さら議会で決まったこ でもなんでもないのです。単なる外交カー
民が守る自主独立でありま す。米国が犯し とを撤回が出来ないことも重々承知してい ド。逆に言えばカードを持たずに外交交渉
た日本人殺戮の戦争犯罪と我が国女性に加 る。日本には『塩漬け』と言う言葉があり をすることが、相手にしてみれば、「おれ
えた性暴力の犯罪を徹底して告発・追及し ます。スミマセンが、
『塩漬け』通訳して い たちゃ忙しいんだよ。暇人の愚痴に付き合
ていくと。
ただけませんか（秘書に）。いや、意味は えね～～ヨ」ということになるのではない
願わくは、米国がこれ以上、我々にこうし 良く分かります（ナッパー氏）。塩漬けに でしょうか。そしてこのような交渉術を日
た行動を起こさなくても良いように最大限 して戴きたい。」
本の役人は是非身につけて戴きたい。
の配慮と決断を示して頂きたい。」
ナッパー氏は
３０分間のアメリカ旅行でしたが、とに
「皆様のご要望はワシントンと議会に私が かく、日本人としての「誇り」だけはキッ
これが西村修平の大演説の全容です。ほと 責任を持ってお伝えする。お約束します。」チリ守ってきたと自負しています。緊張と
んど一字一句間違っていないと思います。 と語られました。それも我々から言い出だ 充実と、生涯に残るであろう一日でした。
これは本に書いたわけでもなく、身内の講 す前に。我々は我 々の趣意が本国に届くか この慰安婦問題、我々の抗議が功を奏し
演会で言ったのでもありません。米国大使 どうか、途中でもみ消されるのではなかろ てか否かは分かりませんが、一旦は落ち着
館で、大使館を代表して我々に担当した米 うかと一番に心配したわけですが、我々の きました。しかし、当分は警戒警報。今後
国政府の高官に面と向かって声を荒げるわ 心情の先読み。敵ながらアッパレ！ と言 ともご声援ください。
けでもなく、淡々と、しかも堂々と、目を わざるを 得ません。
米国に長崎広島原爆投下の謝罪を求める地
見据え言ったのです。ナッパー氏も西村修
ナッパー氏は４０歳くらい。もちろん対 方議員と市民の会
平の顔から視線を外しません。
応の作法は彼個 人のものではなく米国の
http://mid.parfe.jp/kannyo/hirosimanagasaki/top.htm
ドアの外には自動小銃を持った
が！ 作法でしょうが、度量の大きさ・・・・外 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
MP
まさに日米のガチンコ対決。私は聞いて 交とは何かということをいやというほど勉
皆、西村修平の外形、上辺だけををまね
いるだけで、その緊張から脂汗。今までに、 強させられました。そしてこれから日本が るのではなく、彼の思想、意思を真似るべ
ここまでハッキリものを言った日本人が
米国と対等に付き合うためにはどうしたら きではないか。西村と同じような演説がで
いるでしょうか。 私は思いました。今後、 いいのか。それは国民総西村修平にならな き、初めて諸々のことが免許皆伝。許され
このような、ここ一番という外交交渉には ければならないと感じました。こう言えば るのではなかろうか。

ただいま係争中経過報告

トを 謀議した理 由で「地方 公員法第３ ７
条」で刑事告発をし、受理されました。そ
して十一月十三日、同署で告発人（増木）
■広島県国旗差別国家賠償請求 の事情聴取。現在西宮教組側を取調べ中。
昨年２月、広島市で、ミニチュア国旗を
近日中に起訴、不起訴の判断が示される。
車に掲げていたたことを理由に警察官から
起訴されると思うが、万一不起訴の場合
職務質問され、公道を閉塞され、さらに行
速やかに検察審査会に審査請求の予定。
動閉塞という行動を制限された件につき、
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
平成２１年８月２０「国旗差別慰謝料等国
家賠償請求事件」として、本人訴訟で行政 ■ 村山富市元首相、貝原俊民元
提訴。被告（広島県警）は原告（増木）等 兵庫庫県知事らを殺人で刑事告発
を①右翼っぽい②粗暴③虚偽の申し出等の
平成７年１月１７日５時４０分頃。阪神
理由で職務質問した。違法ではない。とい 淡路大震災が起こった。それから１５年が
う。原告は職務質問が違法ではなく人の壁 経った。
で通行を遮断したことを問題にしている。 「地震は天災だ。そんなことは分かってい
ただ事実誤認だけは指摘しようと思い、被 る。しかし、１００％天災か。人災の部分
告の証拠を見た。なんと、ウイキペデイア はないのか。もしその部分があるなら、そ
に「増木は極右」と書いてあることをもっ の部 分は責任者 が責任を取 らなければ な
て右翼の証拠にしている。私は、
「増木は清 らないのではないか。今まで１５年、誰か
廉潔白、品行方正」とウイキペデイアを書 がすると思った。しかし誰もしない。それ
き換えプリントし、「誰でも書き換えられ なら我々がやらなければ。
」
る」という証拠として提出した。このよう
こ ういう 思いで時 効が迫 ったギ リギリ
なものを証拠にする警察にあきれ返る。次 の１月１３日、 村山富市元総理大臣、貝原
回公判 ５月１４日午後２時より証人（原 俊民元兵庫県知事を「阪神淡路大震災の被
告増木、警察官）調べ。広島地裁３０８号。 害を語り継ぐ会；代表中山嶺雄、事務局増
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 木重夫」が兵庫地検に刑事告発した。そし
■ 朝 鮮 総 連 固 定 資 産 税 減 免 取 て受理されたのだ。ところが２日後に不起
訴通知が来た。理由は「罪とならず」。言
り消し住民訴訟続
い換 えれば被疑 者らは全く 真っ白で疑 う
大阪市、堺市、京都市、神戸市の朝鮮総連
余地もないということ。
関連施設固定資産税減免問題で、救う会大阪
同じ不起訴でもせめて証拠不十分とか、
は各市に対し住民監査を請求した。ところが
嫌疑不十分とか、多少の灰色はつくと思っ
四市とも棄却。そこで速やかに徳永信一、本
た。ところが真っ白。限りなく門前払いに
田重夫弁護士等に事件を委任し行政訴訟。
近い 。これは到 底納得でき るものでは な
対大阪市は大阪地裁にて弁論中
い。約６４００人の亡くなった人が全て天
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
災か。そんなことはありえない。そこで早
■西宮教組スト謀議刑事告発
速神 戸検察審査 会に審査の 申し立てを 行
平成二一年十月六日、兵庫県西宮警察署に、
った。
兵庫県教職員組合西宮支部支部長、同大社
現在、検察審査会で審議中
小学校分会長を、平成二十年十二月にス
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自民党再生に向けて

つくる会千葉県支部幹事 小川 寿三郎

先ずは、平素より私どもの活動に力強い
ご支援を賜り心から御礼申し上げます。こ
のレポートにもありますように、私どもは
「 国を破 壊しよう と思っ ている 連中」 と
日々命がけで戦っています。ところが問題
は活動資金。子供達に誇りある国を残すた
め今まで以上にがんばります。何卒資金の
ご協力を伏して願い申し上げます。
○ カンパ金の主な使途は左記団体の活動
の企画運営費です。
・活動の広報、資料等の発送費 ・道路、
公園使用申請料等 ・活動のための交
通費、通信費 ・資料、横断幕、ビラ
等の制作費 ・備品購入費
○ Ｍ情報が活動の企画運営を行っている
主な団体
・救う会大阪
・靖国神社に眠る御霊に感謝する会
・米国に原爆投下謝罪を求める会
・大阪の公教育を考える会
・スパイ防止法の制定を求める会
・外国人参政権に反対する会・関西
・日教組の違法行為を追及する市民の会
・ＮＯ！ 民主「桜組」
・竹島を奪還する会・関西
◇ 前記口座、または同封の郵便振替にて
ご協力ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【編集後記】
５月２３日（日）午後２時半より近鉄な
ら駅前で「桜組」の街頭演説会。奈良は
外国人参政権反対３４都道府県入ってな
いんです。

郵便振替 ００９８０ ８ ２４５５４７ MASUKI
情報デスク
三菱東京 UFJ
銀行 千里中央支店 0044349普通 増木重夫

【ご支援 等の口 座】

活動資金ご協力のお願い

今の鳩山左翼政権は防衛、教育、領土問
題、日本の伝統文化の破壊等甚だ危険な政
策を企んでいます。対する自民党も党員が
結束して、民主党との違いを鮮明に打ち出
すことが出来ず誠に歯がゆい限りです。
国 民 の財 産と 命 を守 るの が政 治 家の 使命
であるならば、韓国に実行支配されている
「竹島」そして今韓国資本に狙われている
「対馬」、中国が虎視眈々と狙っている沖
ノ 鳥 島及 び与 那 国島 等の 領土 問 題に 毅然
た る 態度 で対 峙 する のが 今こ そ 国民 は自
民党に求めているのではないでしょうか。
又、国旗、国歌、全国学力テスト、教師の
免許更新、道徳教育等ことごとく反対する
「 日 教組 」こ そ 我が 国の 伝統 文 化を 破壊
し、家族崩壊を目論む諸悪の根源です。自
民 党 は義 家議 員 等を 先頭 に教 育 を混 乱さ
せ て いる 日教 組 ＝民 主党 に鋭 く メス を入
れて欲しいと思います。山梨の輿石等を何
故権力の中枢に置くのですか。小林千代美
と共に、是非失脚させるべきと思います。
そして、もう一つは「靖国参拝」です。韓
国や中国が何を言おうが、お国の為に尊い
命 を 奉げ た英 霊 が眠 って いる 靖 国神 社に
自 民 党議 員の 皆 さん は堂 々と 参 拝し たら
良いと思います。我が国のマスコミも問題
です。私は安倍総理が教育基本法の改正を
は じ め短 期間 に 素晴 らし い仕 事 をさ れた
ことに大変敬意を表している一人ですが、
是 非 引き 続い て この 政策 を継 続 して 取り
組 ん で下 さる こ とを 要望 しま す 。貴 会よ
り、是非今の自民党再生に向けて、民主党
の 暴 走を 阻止 す る具 体的 な政 策 を打 ち出
すよう強く要望して下さい。

