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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会
竹島を奪還する会・関西
靖国神社に眠る御霊に感謝する会

育大会があります。この日、本校グランド
最近、やいのやいの言って、入学式や
のメインポールに日の丸掲揚が実現しそう
卒業式ではどうにか国旗は上がり始め です。生徒、教職員、保護者、来賓の方々
ましたが、体育祭で国旗を見るのは何年 千数百名の眼前に８時４０分から４時まで
ぶりでしょう。ひょっとすると３０年か の長時間、グランド正面のメインポールに
日の丸がある。「伝統と文化を尊重
４０年ぶりかもしれません。
し、・・・・我が国と郷土に対して理解と
５月３１日、大阪府立阿倍野高校南口龍一先 愛情を育てる・・・」あの新教育基本法の
生より、次のようなメールが入った。
精神がやっと実際に体現されそうです。笹
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
山幸子新校長は絶対に英 断を下さなけれ
本日、学校長の英断で、センターポールに国 ばなりません。 私は、これまで体育大会の
旗掲揚が決まりました！ みなさま、ご支援、 直近の職員会議で、グランドのメインポー
誠にありがとうございました。
ルに国旗を掲揚してほしい。そしてこの体
そしてその前日
育大会の国旗掲揚をきっかけに翌日から学
---------------------南口です。６月１日（金）に阿倍野高校の体
校
の
中
庭に毎日国旗を掲揚してほしいと毎
年要望してきました。それが今年は
何とか実現しそうです。笹山幸子新
校長は一度は掲揚をしない旨を宣言
しましたが、私の猛烈な抗議にたじ
ろいでいます。去年６月のいわゆる
大阪の「国旗国歌条例」、そして今
年２月の「教育基本条例」この画期
的な２本の条例をもってすれば「卒
業式、入学式等の式典において・・・
国 旗を掲揚し国歌を斉唱するもの
とする。」をもって掲揚できると強
く思っています。しかし、笹山新校
長は学校玄関横のポールに掲揚して
いるのだからと首を縦に振りませ
ん。私の猛烈な誓願にあと一歩のと
ころまできています。がんばります。
と、メールが入りました ------それで、
「よ～～し、あす夜が明け
たら電話攻撃をするゾ～～。
」と思っ
ていたら、もう戦いは終わっていま
した。そもそも、運動会には、国旗・
万国旗ときまっているもの。上げ
ろげろ上げないで、議論したりする
ものではないと思います。
体育祭当日、たしかに上がっている。撮影隊長 赤田正和

５月２５日、我々の悲願であった
（大阪市）教育基本条例が成立した。
我々が支援しようがしまいがこの条
例は成立したと思う。しかし私
たちは支援した。子供たちにま
た１つ自漫が増えた。支援のき
っかけは高橋史朗先生が「君た
ち何やってんだ。私が大阪に出
向く」という朝一の電話だ。
運動のきっかけを作ってくださ
った髭の教授にただただ感謝。
左・５月１９日 サムティフェ
イム新大阪 第３回 教育基本
条例早期成立を求める緊急集会

左より、野田数東京都議、中曽千鶴子小学校講師、今井篤市議、吉村洋文市議、横山英幸府議

「M 情報活動報告」編集指針；政治や国際問題、市民活動に全く無縁だった一般の人達に、「おばちゃん語」で政治を届ける

------------------------------------

面白い記事を見た。屋山太郎氏が朝雲
新聞（５月３１日付 春夏秋冬）に寄せ
たコラムだ。一部抜粋させていただく。
---------------------------------何十年も前から教育問題に関心を持っ
てきた。安倍晋三内閣が六十年ぶりに教
育基本法の改正をやり、教育指導要領の
改正を断行したときはこれで『ご本尊』
ができたと喜んだものだ。ご本尊を大切
に十年も経てば教育現場は良くなってく
ると期待した。ところが大阪の橋下市長
が府知事時代以来やっていることは、ご
本尊を崇めるよりも悪質教員をビシビシ
取り締まって、明日から学校を良くしよ
うという取り組みである。
橋下氏は府知事になって 早々、日の
丸・国歌、起立斉唱条例を作り、次に教
育基本条例を制定した。これは同じ命令
に三回違反すれば免職になるという厳し
い条例だ。自民党は国旗・国歌法を作っ
て教育現場に『社会常識』を行き渡らせ
ようとしたのだが、橋下式では、言うこ
とをきかなければクビという厳しさだ。
安倍さんはご本尊を作ったが、無視し
たり違反する人はあとを絶たない。橋下
式はいわばコロンブスの卵だ。
「こういう
手もあったのか」とひとしきり感心した
ものである。私の性分では橋下式の方が
ピンとくる。理念の宣布よりも、実力行
使がわかりやすい。

ワルガキに、
「言えばわかる」
の性善説は通用しない
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Ｍ情報 増木重夫

ルガキ相手の時はこれは通用しない。性悪 下市長にこの件でインタビューをうけ
説でやらないと。これが安倍さんの教育政 ると「モゴモゴモゴ」訳が分からん。そ
策の失敗の原因。
こで保守陣営の論客は「橋下は国家観が
話は脱線するが、私の塾で、一番難しい ない」とこぞって酷評した。
のは講師の養成。講師をしようと思うくら
新聞発表があったので話すが、大阪で
私（増木）の性分も、屋山氏と全く同 いだからそこそこのしつけもされ、価値観 「近現代史を子供たちに教える資料館」
じで、橋下式を支持。理念や思想の宣布、 を持っている。ほとんどが性善説の環境で （仮）が造られる。あれだけ予算をカッ
さらに言えば、国家観の開陳よりも、実 育ってきた連中だ。ところが塾で扱う生徒 トしているなかで、橋下市長肝いりで作
は大半がワルガキ（私の塾は進学塾ではな るのだ。「子供たちが安心して近現代史
力行使だ。
元々私は、自民党支持。もちろん「断 く、補習塾だから）。彼らの価値観を性善 学べる施設を作りたい。」と周囲に漏ら
しているらしい。監修は「つくる会」を
腸の妥協」で。そして、もう一度安倍政 説から性悪説に切り変えなければならな
権をと考えていた。ところが、心が安倍 い。これが最も重要で大変な仕事なのだ。 中心に人選中。そして左翼の聖城「ピー
さて、脱線を戻し、我々保守陣営とヒダ ス大阪」や「リバティ大阪」は解体。（ざ
元総理から、橋下市長に移りました。止
リ組みとでは圧倒的にヒダリ組が多いのだ まあみろ！）
めは後述しますが大阪の自民党の組合
橋下はイデオロギーで政治をしない。
擁護。もちろん感情的な、情緒的な話で から、思想、理念の宣布合戦をしても絶対
人と 人
はなく、どちらの政治手法が日本再生に に勝てる訳がない。 11
5 でラグビ 政治は論理であって好き嫌いではない。
ーをやるような話だ。その負け試合を今ま イデオロギーを政治に持ち込むな。思想
向くかという問題です。
橋下市長になって、やたらと裁判が増 で飽きもせずやってきた。故に実力行使以 信条は自由だ。しかしルールは守れ。と
えた。それを批判する人も多い。橋下市 外にはない。実力行使には角が立つ。ワル いう考えだ。
顰蹙覚悟で言ったら、「首長に国家観
長が組合に市庁舎から『出てけ！』と言 ガキ相手は、角がたとうがが立つまいが、
って裁判。刺青調査をやって監査請求。 事の白黒を付け、黒にはお尻ペンペン以外 は不必要。保守であろうが無かろうがど
多分裁判になるだろう。そもそも役人が にないのだ。角が立つことを怖がったら何 うでもいい。善は選挙の多数で決まる。」
と言いたいのかもしれない。「善」を決
刺青なんて論外の論外。茶髪やピアスも もできないのだ。
ワルガキ・・・組合や刺青のお兄ちゃん。 めるのだから選挙は神聖でフェアでな
やめろ。と言いたいが。
議会制民主主義において、その正当性 絶対クビにならないと、歴代の市長が甘や ければならない。だから組合丸抱えの不
かしてきたから、いや、力関係においてイ 正選挙を許せないのだろう。
の担保は選挙が正しく行われること。
ニチアシブを取られてしまったから、大阪
彼は国家観もあり、極保守だ。しかし
今までの市長は組み合いから選挙の
たびに大量の票と手足をもらっていた。 市は「ワル」のデパートになってしまった。 それを表に出してしまうと、前述したよ
橋下を理解出来る人は性悪説の必要性が うに数で負けてしまうのだ。議会制民主
だから言いたいことも言えるはずがな
い。橋下市長は組合から何ももらってい わかる人。性善説しか理解できない人は橋 主義において、選挙での勝敗がことの善
ない。だから言いたい放題が言える。言 下を理解できないだろうし、性善説が全て 悪を決める。いくら理屈をこねて正論で
いたい放題は彼の性格ではなく、「弱み と建前論でカッコを付けている左系マスコ あっても、選挙で負ければそれは善では
ない。それが現実で、その中で自分の意
がない」と言うことなのだ。ここに注目 ミは永遠に橋下市長を認めないと思う。
志を通さなければならない。通すだけで
しなければならない。
安倍さんは性善説。これは同じ価値観 語 る こ と よ り も 答 え を 出 す こ はなんの意味も無く、実現しなければな
らない。要は「何をしたか」ではなかろ
をもった相手に接するときの話。同じ価 とがもっとも重要
値観を共有できる人には言えばわかる。
一番いい例が、名古屋市長の「南京大虐 うか。何をしたかによって、後で「国家
観」があったのかなかったのか判断した
だから、語ればいいのだ。
殺
は
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
発
言
。
保
守
陣
営
は
らいいではないか。言いたくはないが、
ところが、塾経営４０年の経験からワ 皆彼を持ち上げ、拍手喝采。ところが橋

感じ。そして就任まもなく（ H20-3
）、
「命をかけて」
「命をかけて」
・・・・ ームを作って摘発にかかっています。
河村名古屋市長・・「南京大虐殺はなか ・・・・
った。」と言うだけかい。何もしないより、 さて、本当に命をかけた政治家、命を この件で、また橋下の手柄が増え、人気が 朝礼で女性職員（後で分かったことだが
何も言わないよりはマシだけど。皆が認め かけた彼、貴兄は知っていますか。私は 挙がる。それに恐怖を感じた自民党中央が 『極左』）が始業前の朝礼を拒否するよ
る「国家観」の塊のような某議員。何をし そんな人一人も知らない。もちろん私も （自民党大阪も泣きついたのでしょうが） うな発言。橋下知事は早速噛み付いた。
てくれるんだ。言う（湯）だけか。草津温 「命をかけて」運動などしたこともない 仕組んだのが今回の河本の件です。要は後 その時はそのことは支持したが全面支持
は出来ない。
「様子見」が続きました。
泉じゃああるまいし。
し、できません。
・・・・・橋下市長は結 出しジャンケン。そう言われるのが嫌な
そして、 H22-5
、私が事務局長を仰せ
果としては法制度の問題でできませんで ら、なぜ今までやらなかった。自民党は全
『自民党』もうちょっとしっか
法人百人の会」辻淳
したが、西成区の区長に御自ら就任する 部これ（後出し）じゃないか。国の立法機 つかっている「 NPO
りできないか
「増木
と表明されました。実はこれ、肉体的「命 関が、個人攻撃してどうする。片山さつき 子理事長（現大阪市会議長）より、
さん、私に言いたいことあるやろ。でも
をかけて」を意味するのです。大阪市西 のやったことこそ避難されるべきでは。
片山さつきの河本攻撃
しばらく黙って見ていて」とお言葉があ
巷間、吉本興業のお笑い芸人、河本の母 成区は生活保護天国。住民の約２３％が
・・彼らには月 自民党、いつから組合を当てに った。その数日前、辻理事長が自民を離
が生活保護を受給していた。これが不正 生活保護を受けています。
党し維新に入ったことは新聞報道で知っ
だ。河本に親を養護する能力が十分あるじ 額４万円の住宅補助金が支給されます。 するようになった
ていた。私は辻議員を人に紹介するとき、
日
ニュース」より引用
ゃないか。と大騒ぎである。雑誌やワイド そこに目を付けたのが、地域の簡易宿泊 「 月
5 22
ABC
所のやり手おばちゃんと仲人のヤクザ屋 財政総務委員会で自民党のＫ市議は「事務 「議員７０年、自民党です。」とよく言
ショーはケンケンガクガク！
事のいきさつは雑誌にこのことが報道 さん。ここ西成、愛隣地区は東京でいう スペースが足りない」という理由で、組合 った。半分は茶化しているのだが、祖父、
された。多分自民党のリークだろう。そし 山谷。日雇い労働者の居住メッカなので が 庁 舎 か ら 退去 さ せ られ た こ とを 引 き 合 父、自民党。辻議員は３代目で、合計で
いに、「何で労働組合が出ていかなきゃあか 議員生活７０年になる。その議員が自民
てそれをネタに事もあろうに片山さつき す。
簡易宿泊所の一部屋は２畳半。そして んのやろなと。地下の食堂が７９６平方メ を離党。真に『まさか。何で！』である。
参議院議員が国会で追求を始めたのだ。
先ず、「何がおかしい」と言ってもおか その部屋を簡易宿泊所ではなく急遽「賃 ートル持ってるわけです。ここに出て行っ 今はその意味がよくわかるが、そのとき
しいのが、国会とは個人攻撃する場なの。 貸マンション」として賃貸。家賃４万円 てもらったら、労働組合が出ていかなくて 辻議員が言われたのは「自民党は何もさ
国会議員の不正なら個人攻撃もありだろ で日雇いのおっさんに賃貸契約を結ぶの もよかったのと違うかな」と指摘しました。 せてくれなかった。みんな上から言われ
うが、河本はたかが一芸人ではないか。河 です。そしてその契約書を役所に提出し、 市の部局の中には、高い賃料で民間のビル るまま。何を言うても『アカン、アカン』
で、できない。大阪は今大変だ。やらな
本の不正を正すのは市役所の担当者であ 住宅手当４万円をゲット。そして、それ に入居しているところも
って、国会は国全体のことを議論する場。 を日雇いのおっさんと大家、仲人のヤク あり、Ｋ市議は、「組合を出て行かせるな あかんことがたくさんある。維新ならで
「しばしば、子供が母の生活支援ができる ザ 屋 さ ん で 仲 良 く 分 け 分 け す る わ け で ら、テナントを全部出して、部局を市役所 きる」である。私は性格的に、みなさん
信じがたいだろうが、浮気っぽくない。
のにそれでも生活保護を受給している人 す。これが、西成の貧困ビジネスの実態。 に戻せばいい」と主張・・・・・・
がいる。これはおかしい。」と質問すべき じつは以前からこのことを知っていた
------------------------------------ 一旦信じたらとことん信じる。辻先生の
で、「河本」という名を出す必要は全くな 不肖マスキは、数年前西成区役所に何回 Ｋ市議・・・誰かはとても私の口からは言 言葉がよくわからないまま信じた。それ
い。河本は公人か。システムを変え、子供 も怒鳴りに行きました。ふざけるな。コ えません。ここまで来ると曲技飛行の背面 から統一選挙や西成の生活保護受給正常
に養護させる法整備が国会の仕事ではな ラ！ 行政は現場を見に行け。実地検証 飛行としか言いようがない。組合の票を民 化。その他次々に改革。辻先生が日に日
に輝いてきた。変化している。たしかに
「事情
主とワケワケの話が付いたのか。
いか。いつから吉本の首を取ることが国会 をしろ。等々。そしてそのとき、
変わると徐々に確信が持ててきた。辻先
の詳しい人」に言われました。「増木さん、
の仕事になった。
そもそも、生活保護の不正受給は、その 『命』ヤバイよ！」と。要は、この問題 大 阪 府 自 民 党 と は も は や こ こ 生とてどこかで橋下に口説かれ、橋下を
信じた。私も「信じて」の一言で辻先生
メッカ、大阪市の西成にメスを入れること にメスを入れるということは、ヤクザの まで
しのぎ（餌箱）に手を入れるということ
私と維新の関わりですが、私は新しい に口説かれた。見返りなど何もない。見
から始まっているのだ。
-------------------------------------で政治運動とは次元が違う話なのです。 ことに何となく消極的。もともと、私は維 返り＝利権。そんなもので政治が変わる
〔弊Ｍ情報 127
号
より〕
H24-2-15
新には距離を置いていました。橋下氏が鳴 ものではない。そして教育基本法が府議
-----------------------------------り物入りで知事に就任。「ふ～ん」という 会、市議会と成立。《次頁４段目頭へ→》
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橋下市長ひょっとすると命をかけたな 橋下市長は警察 を中心に不正摘発チ
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処分を厳格化した。同時に施行された教
育関連 条
2 例では、学校運営に関する責
任と最終的な意思決定の権限を校長に与
えた。さらに、教育行政に対する首長の
ヤンキー先生
関与を強化し、保護者の学校運営への参
込
む
橋
下
徹
氏
の
問
題
提
起
は
、
私
の
認
識
と
加を定めている。これらは、組合に支配
橋下徹教育改革は“脱日教組” 共通している。
橋下氏が府知事時代の昨年 月
に繋がると評価
6 、大阪 されてきた公教育を、児童・生徒や保護
府では学校行事中の国歌斉唱を「起立に 者など、地域社会の手に取り戻そうとす
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橋下氏の過激な発言と大胆な手法には
た。思想信条の自由を盾に反抗する勢力
を「国旗国歌を否定するなら公務員をや 反対の声も多い。しかし、教育現場を蝕
めろ」と一蹴し、混乱が予想された今春 む「日教組問題」の異常さを明らかにし、
の卒業・入学式シーズンを乗り切った。 全 国 に 発 信 し た 功 績 は 大 き い と 私 は 思
年 月
日号
また、橋下氏が市議会で「教育現場の う。※ SAPIO2012
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人事はでたらめ」と指摘したのは、組合
が 人 事 を 主 導 し て い る 現 状 を 指 し て い 自民党は、保守党たりえない
る。私が教育委員を務めた横浜市でも、 のであります。以上
組合が人事に介入し、教師の求めに応じ
月 29
日 日( )湯澤甲雄
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て赴任地が決まる「希望と承諾」の人事
が罷り通っていた。各教員は、人事で冷
早速ながら、増木さんが申される『橋
遇 さ れ な い よ う に 組 合 の 顔 色 ば か り 窺 下市長はイデオロギーの好き嫌いで組合
い、校長や教育委員会の権限は骨抜きに を排除するのではなく、法的にフェアで
されていたのだ。
ないことを指摘する。そうすれば勝手に
その結果、教育現場はどうなったか。 組合は潰れる。それを「新しい切り口」
本来、児童・生徒のためにあるべき学 と私は理解した。
』は、私も全く同感であ
校は、教職員が労働者の権利を主張・行 ります。しかも拠って立つ「法」は現行
使する場になり下がった。教師の協力が 憲法体系の下に定められた「法」であっ
なければ学校運営できない校長は、常に て、その下に行われる自由民主主義を普
組合の圧力に晒され、手足を縛られてい 遍の原理とした政治であって、それに反
る。組合や事務局に牛耳られ形骸化した する政治原理を一切排除する事を現実に
教育委員会では、問題が起きた時に誰も 行う政治であり、これが「新しい切り口」
責任を取らない……。
なのであります。しかしそれを実際に行
教育現場を覆う無責任体制は、「日教 うやり方としては、健全保守勢力の所在
組支配」の弊害と断じるほかない。橋下 によって、異なってくるのであろうと思
氏が大阪で進める諸策は、“脱・日教組 います。健全保守の弁護士団の揃ってい
支配”に繋がる施策として評価できる。 る大阪では、橋下弁護士を中心とした大
大阪府で今年
月から施行された職 阪方式を全国に及ぼすことが考えられま
4
員基本条例では、同一の職務命令に計 3す。健全保守の議員団が歴史的に比較安
回違反した教職員を免職できると定め、 定的に存在する神奈川 《下段中央へ→》
「大阪から日本を変える」と豪語し、次々
と改革に向けた施策を打ち出す橋下徹・
大阪市長。中でも教育改革をめぐって、
教職員組合と激しいバトルを繰り広げて
きた。自身、教育現場で日教組の偏向体
質と闘い続けてきた“ヤンキー先生”こ
と義家弘介・参議院議員は、橋下氏によ
る教育行政の抜本改革に期待する。
＊ ＊ ＊
昭和 20
年代から現在まで、日教組は
教育現場を舞台にイデオロギー闘争を繰
り広げてきた。私は、北海道での教員時
代 やその 後籍を 置いた 横浜市教 育委 員
会、さらに安倍内閣の教育再生会議など
を通じ、彼らの実態を具（つぶさ）に検
証してきた。そこにあったのは、児童や
生徒などそっちのけでイデオロギー闘争
にひた走る、驚くべき教師たちの姿だっ
た。
中でも「日の丸・君が代」問題は日教
組 の 偏 向 体 質 の 象 徴 で あ る。 こ れ ま で 、
“赤い教師”たちは、自らの信条のため
に、公務員ならば当然守るべき国旗国歌
法や学習指導要領を無視し続けてきた。
私が入手した北海道教職員組合（北教組）
の内部文書によると、
「練習段階での一時
退席」
「全員で校長に抗議」といった“日
の丸・君が代闘争マニュアル”まで作成
していたほどだ。
こうした日教組の問題に正面から切り
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《→ 前頁末尾より》
私が今までしたかったことを維新はか
たっぱしから実現していく。それから河
本のお母さん件。そして、Ｋ市議の発言。
止めは市会議長の選挙。維新・公明は
辻淳子議員を推薦し 票。 位は自民・
52
2
民主・共産推薦の件のＫ議員。 33
票。議
長選挙は党派の数を読めば分かる。Ｋ議
員が２位は始めから分かっている。なら、
共産だけは乗せて欲しくなかった。自民
の 17
票で特攻し、玉砕して欲しかった。
大阪をコントロール出来ない自民党本
部もしっかりしていただきたいが、自民
党の大阪府連とは私は決別する時が来た
ようだ。気持ちの整理がついたら、不思
議と体調不良も止まった。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《→ 上段末尾より》
県では、県議会に柱を立てた神奈川方式
を確立させて、全国に及ぼすことが考え
られます。それぞれの地方によって、や
り方は異なってくるはずです。
去る 月
日、自民党「教育基本条
3 22
例に関する PT]
（下村博文座長）が発表
した 項
7 目の目標は、目標やこれから制
定する法が書かれているだけであって、
今現在それを実現する政治の進め方が明
らかでありません。これでは生ぬるいの
です。
「法案」を国民に提示し、それを国
会又は地方議会の何れの議会で議決すべ
きか、党内即決で示すべきです。
月
5 には、地方議会では第 回
2 定例会
が開かれますが、自民党本部と地方支部
との間で地方議会に上程すべき議員提案
議案が決められているべきであって、本
部の地方組織に対する法律面の支援（条
例案文等）体制、本部、地方の迅速な連
携組織なくして、左翼の全国的組織に対
抗できるはずがありません。

平成２３年１２月 御所市定例会
月 12
日 杉本延博議員
12

P.17◆ ４番（杉本延博）
次は、教育についてお伺いしてまいりま
す。
それでは、１点目は郷土愛をはぐくむ
教育で、神話教育についてをお伺いしま
す。
教育基本法の中に「国、郷土を愛する
心を養う」と明確にうたわれています。
郷土愛をはぐくむ教育の基本といたしま
して、郷土の歴史、伝統、文化、偉人な
どを学習することから、地域に愛着や誇
りを持つ心が生まれてくることだと思い
ます。
全国の自治体を見ましても、郷土愛を育
む教育が盛んであり、例えば朝の時間に
市歌を教えるところ、埼玉県では郷土か
るたを作ったり、独自の教材を作るなど、
特色ある取り組みが行われています。も
ちろん御所市内の学校でも、ごせまち探
検、ひむろの体験学習などの郷土学習、
郷土の偉人、修験道の開祖、役行者の名
前を取り入れた役行者杯算数大会を開催
するなど行われていますことは、大変よ
いことだと思います。
さて、日本の歴史から神話を教えるこ
とが消えたのはいつごろからか。アメリ
カＧＨＱによる戦後占領政策の一環とし
て教育改革が行われ、歴史、修身、地理
の教科書が墨塗りされたことに始まりま
す。
「民族精神を絶滅させるのは、その国
の歴史を抹殺することだ」と言われた人
がいますが、その言葉どおり忠実に実行
された結果が、日本人のアイディンティ
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喪失の一因になっていると思います。
戦後、日本の歴史から神話が消えたわ
けでありますが、ここ最近、教育基本法、
学習指導要領が改正されてから、小学校
国語低学年用教科書に「因幡の白兎」
「ヤ
マタノオロチ」が取り上げられたり、歴
史教科書の中に、少しずつではあります
が、神話が記述されてきています。神話
を学習することから、真の歴史伝統文化
の原点を理解することができます。
昔に、元高千穂商科大学教授名越二荒
之助著の「世界に生きる日本の心」とい
う本を読んだことがあります。最近、そ
の本の中の外国の教科書にあらわれた
日本の項目を読み返してみましたが、世
界が賞賛する日本の歴史、人物として、
日本神話、元寇、二宮尊徳、教育勅語、
東郷平八郎などが世界の教科書に紹介
されています。日本神話に限定してみて
も、各国もですが、特にアメリカの教科
書には、国生みから天孫降臨など日本の
教科書よりもかなり詳しく説明されて
います。戦後、日本の歴史教育から神話
が消えたわけですが、日本の歴史、伝統、
文化を理解して、真の国際人に育ってい
くためにも、神話教育は必要不可欠であ
り、復活を望むわけであります。来年か
ら始まる記紀万葉プロジェクトに家族
連れで行かれる生徒さんも必ずいます。
知らないで行くよりも知ったほうが数
倍楽しいはずであります。
また、再三述べましたように御所市は
神話の郷土でありますが、記紀の世界を
身近に体験できるすばらしい郷土であ
ります。来年、古事記１３００年を迎え

るに当たり、古事記のこと、神話のこと
を取り上げてみてはどうでしょうか。
◎
-教育長（上田貞夫） 杉本議員のご質
問にお答えいたします。
まず、郷土愛をはぐくむ教育で神話教
育をということなんですが、御所市教育
委員会では、学校教育の具体目標として、
郷土や自国に対する理解と愛情を培い、
国際理解を深めることを通して互いに尊
重し合う態度を育てることを掲げ、郷土
を愛し、ふるさと御所を誇りに思う子供
の育成をスローガンに日々教育に取り組
んでおります。各学校においては、この
指導方針に基づき、その具現化を図るべ
く、各教科、領域において、取り組みを
進めております。
小学校では、郷土を理解することをテ
ーマに、人々の暮らしを支え見守る各施
設や各種機関の役割を理解し、また、我
が国及び郷土の発展に尽くした人々の生
きざまや歴史を理解することを通して、
郷土やそれらの人々への感謝の心ととも
に、みずからもその一人として生きてい
く こ と を 理解 さ せ るこ と と して お りま
す。
中学校においては「郷土に生きる」を
テーマに、職業体験や勤労生産体験、あ
るいは自然環境問題学習を通して、郷土
の発展、文化、自然とをみずからの体験
から学び、郷土愛や郷土を誇る意識を育
てる取り組みを行っております。さらに、
これらの取り組みを通して、みずからが
郷土に生きていくことの自覚と責任をも
培おうとしております。
議員ご指摘の神話や地域における伝承
等は、当時の人々の物の見方や考え方に
触れることができ、郷土への関心を高め
ることのできる教材であると考えており
ます。

さらに、御所市には歴史的遺物や遺跡
が数多く明らかになっております。これ
らを身近な教材としてとらえ、それぞれ
の学校の実態に即しながら特色ある教育
活動を進め、郷土愛をはぐくむ教育活動
を進めてまいりたいと考えております。
◆４番（杉本延博）
まず初めに、神話教育についてご答弁
いただきました。物の見方、考え方を教
材としていくと。御所は古事記、神話で
すね、神社、史跡とか、大変身近に体験
できるものがたくさんあります。身近な
教材として特色ある学校づくりを進めて
いきたいという答弁をいただきました。
来年の古事記１３００年祭であります。
何とか神話、取り上げていただいて、生
徒さんに郷土に誇りを持ってもらう。こ
んなすばらしい日本の発祥の地なんだな
ということを実感していただきたいなと
思うんですけども、その辺は取り上げて
いただくことはできますでしょうか。
◎教育長（上田貞夫） 神話あるいは民
話、伝承ですね、日本に古くから伝わる、
あるいは御所に古くから伝わる神話とか
民話というのは、子供に教えることにつ
いては大変よいことだと思っています。
ただ、歴史とリンクするということに
なったら、いろいろ問題が起きてまいり
ます。そして、ふるさとを愛する、郷土
を誇りと思うことについて、この神話を
教えることについてはどうかということ
なんですが、ふるさとを誇りに思う教育
の仕方、前にも申しましたように、地元
の川掃除、空き缶を拾っても、ふるさと
を愛する教育もできるわけですし、たく
さんの選択肢がございます。その中の一
つとして神話を教えるのも、これも一つ
の方法だと考えております。その選択は
現場の教師に任せたいと思います。
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東京 浜田 實
『日米開戦の悲劇』・・ジョセフ・グル 日的なアメリカ人となり、陰ながら日米
ーと軍国日本・・
友好に貢献した。彼の孤軍奮闘の内容は
（福井雄三著・ＰＨＰ研究所・ 1600
円） 本をお読みいただくとして、自分なりに
を読んで
年 月 日
頭の整理も含めてポイントを紹介す
24
05
03
る。？戦略的、戦術的な大失敗を誘導し
ご縁があって名著と巡りあった（私が たのは、海軍であり、殊に山本五十六の
選ぶ今年の No.1
）。この本は史実をもと 責任は極刑に値する。海軍の情報隠し、
にまとめた実に客観的な内容である。日 正直でない体質が、戦争突入を早め、か
米戦争の本は多くあるが、それらをうま つ終戦のタイミングを遅らせ、ついには
く総括してくれた本というべきだろう。 原爆投下を導いたともいえる。
帯に“渡部昇一氏絶賛！！”とあるが、
戦争はやむを得ず突入することも多々
読んでみて、それは渡部氏の本心である あるが、基本的には「負ける戦争はして
ことを私なりに深く確信した。自信をも はならない」本書は様々な戦闘事例を示
って必読の書としてお勧めできる。
しているが、度重なる海軍の虚言報道が、
グルーは 1932
～ 42
年まで駐日大使
戦争末期における陸軍の作戦をも大きく
を務めたアメリカ人。この期間は
狂わせたとある。
5.15
事件から日本の国際連盟脱退、 2.26
事
レイテ島における、栗田艦隊に見捨て
件、シナ事変、そして対米戦争突入とい られた日本軍（陸軍）兵士の全員
う怒涛の歴史でもあった。日米戦争は共 餓死も悲惨である。ルソン島守備隊も為
に死活をかけて戦った戦争である。
す術もなく、全滅した。
結論からいえば、彼には、当初、白人 「・・・上官のもとに、どれだけ多くの
ゆえのアジア人に対する偏見もあったと 有能で立派な海軍軍人たちが犬
思うが、実は実直な性格で、理性と礼儀 死にをしていったことか、その無念さは
と節度を重んじる外交官であったこと
想像にあまりある。無念の死を
が、日本にとってまことに幸いであった。 遂げた多くの帝国海軍軍人たちよ、安ら
終戦時には原爆投下という不幸もあった かに眠れ。海の勇士たちに栄え
が、何とかそれを防ごうと裏で努力した あれ」（福井雄三）
のもグルーであった。ところが、今もっ
山本五十六評価は福井氏にお任せする
てそのことを多くの日本人は知らない。 として、昭和 17
年前後、山本元帥から橋
彼の夫人も、グルーに共通して自身の 本徹馬氏あての書簡があるので、紹介す
身体的障害をもっていた。故に夫
る。山本元帥と橋本氏との関係や、橋本
妻は共に似通った精神体質、価値観を持 氏とのグルー大使との交渉史について
つ一個の律儀な人間であった。そして 10 も、今後資料を確認し次第、紹介したい
年に渡る日本での生活を通して、共に親 と思っている。（浜田）。
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「久々にて貴信拝受其後は暫く郷里に御
隠棲中なりしとか気違相手では怪我損と
でも可申か御同情に不堪候小生海上４年
全く世間と没交渉にて専ら潮の辛さを味
来候へば国際関係等も如何のものかや不
存候へ共最早中立国等にかかりあい居り
ても間にあわざるべく斃すか斃るる
かの外無之と覚悟を決めてかかるべきの
秋と存じ小生は敢て敵国恐れざるも味方
方面には時々畏入らされ居候始末にて真
に憂慮に不堪と感居候折角御自愛上候敬
具十七年十一月末山本五十六橋本徹馬
殿」
このとき、橋本氏は戦争を防ぐべく日
米交渉に努めていたのだ（グルー大使と
も接触）が、憲兵隊に拘引留置されてい
た。山本元帥の書簡は遠まわしに、軍部
主戦派の強引なやり口を婉曲表現である
が憂慮されていることが分かる。
？グルーは 10
年の任期を終え、帰米後、
国務省極東局長に就任、その後著書『滞
日十年』が出版された。この本と、彼の
二年余りにわたる東奔西走による全米で
の遊説活動は、アメリカ人の乏しい対日
知識に基づく我が国への誤解を解くうえ
で大きな貢献をした。
日本と死闘を繰り返したアメリカ人
は、日本軍の勇敢果敢な戦いぶりを、心
底畏敬の念をもって感じ始めていた。
？ 1944
年 12
月、病気がちのハルは国務
長官の座を退き、次官のステティニアス
が長官となり、グルーは国務次官となっ
た。先の出版と遊説活動に続く、終戦処
理に向けた８ヵ月にわたる、彼にとって
第二の総決算、大活躍が始まった。
？ルーズベルトは大統領選挙で、史上、
前代未聞の４選を果たし、４期目の任務
に就いたところであったが、彼は日本を
心底から軽蔑していた。彼の人種差別は

最たるものだったが、日本民族をしてこ
う言い放った。
「日本人は頭蓋骨の形状が欧米人と異な
る劣等民族であり、彼等が世界を征服す
るなどという暴挙を企てるのは、このよ
うな劣等遺伝子のなさしめるわざであ
る」・・と。彼のこういう偏見は、彼の
先祖が奴隷商人であったこともあり、偏
見と差別意識が骨の髄まで染み込んでい
た。
？ルーズベルトの跡を引き継いだトルー
マンは、政治家としてズブの素人であっ
た。権謀術数においては、ルーズベルト
の巨大さにはるかに劣っていた。それは、
ルーズベルトの強硬路線から宥和路線に
変わる可能性も芽生えてきたことをも表
していた。
？グルーは、国務省の中で、これは大き
なチャンスともみていた。トルーマンに
よる対日講和条件に天皇制存続をほのめ
かす文言を織り込むよう、トルーマンを
説得した。陸軍長官スチムソンもこれに
同意した。
スチムソンは知日派であり、戦前の日
本をこよなく愛していた。アメリカ空軍
による京都爆撃計画に体を張って阻止し
たのも、スチムソンであった。だがこの
計画も、マーシャル参謀総長が「まだ時
期尚早」として反対したため、グルーの
企ては失敗に終わった。
？このとき、アメリカ軍部は、原爆実
験が成功し次第、間髪を入れずに、日本
に投下すべくひそかに決意していた。ア
メリカは、この恐ろしい誘惑に勝てなか
った。日本に投下しないと永久に原爆投
下のチャンスは失われてしまうと考えて
いた。悪魔のささやきはトルーマンも周
辺をも魅了する力があった。
？グルーの最後に残されたチャンスは、
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ポツダム宣言に賭けることであった。こ
の宣言に天皇制存続を暗示する文言を入
れることさえできれば、日本は面子を失
うことなく降伏することができると考え
た。
間一髪のところで、ソ連参戦と原爆投
下を阻止することができるだろうとも考
えた。スチムソンもグルーの考えを支持
し、トルーマンにその宣言草案を提出し
た。
残念なことは、ここでどんでん返しが
起こったことである。７月３日、親シナ
派のバーンズが新しく国務長官に就任し
た。これで一気に流れが変わり、国務省
内では対日強硬派が頭をもたげ、グルー
の最後の努力もここに潰える結果となっ
た（こういう、どんでん返しも、歴史は
“宿命”を抜きにして考えられないと言
われる所以である）。
７月３日、米・英・支三国の名で対日
降伏勧告、ポツダム宣言が発せられた。
宣言にはグルーが目論んだ天皇制存続を
仄めかす文言は削除されていた。文言を
削除したのは、原爆を日本に投下するた
めにアメリカが仕組んだ「罠」だった。
鈴木貫太郎首相の「ポツダム宣言を“黙
殺”する」という公式声明中の“黙殺”
は、英語の“拒否”と翻訳され、原爆投
下の口実に使われてしまった。日本はア
メリカ側の「罠」にまんまと嵌ってしま
った（ toolate
が如何なる結果をもたらす
かの教訓がここにもある）。その後、長
崎にも原爆が投下された。ここにきて日
本政府は８月１０日の御前会議でポツダ
ム宣言受諾が決定した。日本はこの段階
においても回答のなかで、ひとつの条件
として「天皇の国家統治の大権を変更し
ない、という了解のもとにポツダム宣言
を受諾する」というものだった。
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この段階においても天皇制存続にこだ
わった日本。これが日本にとって妥協で
きるギリギリの最後の一線であった。も
しこれが拒否されれば、民族が滅亡する
のを覚悟のうえで本土決戦を行うしかな
かった。日本政府にとっても、実につら
い回答であったことを、我々はよく認識
する必要がある（皇室に関わる問題を安
直に語れない背景がここに在るのではな
いか。ときに皇室に対する慎重意見が出
るのも、奈辺に在るものと思う）。
〔ここで、閑話休題〕
民主的と伝統との鬩ぎ合いであるが、
この議論はあくまで根本的な「國体論」
の中でこそ語られるものと思う。岡田さ
んの「天皇はじめ皇族の方々に、最高の
人格を求めることは間違いであると思っ
ております。
更に皇室は、所謂“開かれ”てはなら
ないものとも思っております。天皇はじ
め皇族方の地位と人格が一致するにこし
たことはありませんが、それ以前に『人
間である』ということを考えねばならな
いと思い、傅育官や教育掛（東宮御教育
常時参与）、宮内庁長官、侍従職等々に
それ相当の『人物』が配置され、お仕え
しているかどうかがカギとなると思いま
す」はその通りであり、“それゆえ”慎
重を期すべきものともいえます。
なぜならば、その時代、時代で必ずし
も、それ相当の人物が選ばれるかという
保証もないし、また時代の雰囲気、時代
相当の不出来の人物が選ばれることもあ
るからです（今の時代を見ればお分かり
でしょう）。
昭和天皇における御裁断の御苦しみ
も、まさにこの鬩ぎ合いのなかにありま

した。先日、大東亜戦争に関するある勉
強会で、隣席の方が「戦前という時代、
当時の平和は“戦争の合間の”平和だっ
た。
しかし戦後は平和のなかの戦争だ。平
和も戦争も、戦前と戦後を同列に論じる
ことはできない」と発言されていたが、
昭和天皇はそういう時代の環境に置かれ
ていたことを、我々はかたときも忘れて
はならない。
戦後我々の安直発言はすべて戦後言語
空間のなかでの安全圏での発言であるこ
とに思いを致さねばならない。スチムソ
ンは、この機に及んでも、なお天皇制の
要求を貫き通している日本の姿に、心底
感動していた。彼はそこに武士道の究極
の姿を見たのである。ここまで覚悟をし
ている日本に対して、これ以上の殺戮を
行う必要がどこにあるか・・・と。
だが対日強硬派のバーンズ国務長官
は、それを否定するかのような発言をし
たが、トルーマンはフォレスタル海軍長
官の次の意見に同意したという。・・・
「天皇性護持という日本の最後の要求を
受入れる含みで、しかもポツダム宣言の
内容が確実に達成されるような降伏条件
を、日本に示すべきだ」
アメリカの最終回答はこういうもので
あった。
「戦後の日本国の政治形態は、日本国民
の自由に表明された意思によって
決定されるべきものとする」
天皇制存続に関し、明確な保証はしない
が、けっして否定するものではない。ブ
ラフを散らつかせつつ、アメリカの面子
も考えての曖昧な表現ではあったが、天
皇制存続の暗黙の了解であった。
これがもし、アメリカ側の一方的な強
硬意見で天皇制存続を拒否するものであ

あったなら、果たしてその後の歴史はど
う展開したであろうか？
日本は消滅していたのではなかった
か。終戦交渉は、まさに綱渡りの交渉で
あった。それが何とかアメリカをして、
思い止まらせたものは、硫黄島の、ある
いは沖縄戦における日本軍の、最後の奮
戦が敵の心胆を寒からしめ、それがアメ
リカ側から譲歩を引き寄せたからであ
る。
戦争とは、愚かさと賢さ、誠・・など
が相交錯するなかで戦われる戦闘であ
る。その勇気や美談には称えられるもの
も多々あるが、だからといって、戦争は
厖大な悲惨、犠牲を考えたとき、決して
手放しで称えるものでもない。しかし、
防衛戦争は在るか、問えば、確かに在る
ということは言える。
グルーは戦後、連日の過労がたたり、
端正なマスクの面影も消え、外交からも
身を引いて読書三昧の日々を送った。愛
した日本の土を二度と踏むことはなかっ
た。彼はベストセラーとなった自著『滞
日十年』の印税をすべて国際基督教大学
の設立資金として寄付している。
年、妻アリスが亡くなった。心
1959
やさしき彼女は、広島原爆投下の報告を
聞くや、シックで失神し、数日間寝込ん
だという。
この二人が、最後の最後、日本の消滅
を救ったともいえる。彼等の共通項は冒
頭にも触れたが、人間としての謙虚さで
あり、誠の精神であった。これを小さな
ことと言うなかれ。天職の意識をもって
生きる人間の行動は、大事な局面で、生
きるということである。政治の舞台とも
なれば、悪魔のささやきでさえも覆すこ
ともできる。それが 100
％といわないま
でも、大きな影響を与えることができる。
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H24-5-4【純日本人会】

栗原茂男 という論理を経済学的に展開しました。
フランスのアルベルト・カミュや哲学者
のカール・ポパーなどと同じくする傾向
の思想です。そしてそれはケインズの経
済学は当時の欧州を覆う社会思想に真っ
向対立する学説でした。ケインズ革命と
呼ばれる所以です。そんな講義内容の展
開でした。
それで現代ですが、日本もアメリカも
欧州も反ケインズ経済学一色。不可解な
ことこの上ない。日本政府の発表では日
本の生産設備の稼働状況は９７％かその
前後くらいだと言っている。しかし９
７％と言うのは超完全雇用状態。そんな
話、巷で聞いてみれば良い。どこが超完
全雇用なもんか！です。如何に浮世離れ
した話か直ぐ判る。更に政府の発表で出
鱈目なのが乗数効果。乗数効果と言うの
は自生的投資が数倍の国民所得を生み出
すという理論。日本の場合、その数値は
昔から約２，５倍。年によ多少のブレが
あっても０、１か２程度。数値は政府が
発表しているし資料を見れば一目瞭然。
当初私は政府の発表を聞いて、乗数効果
の概念が変わったのかとも思いました。
しかし７～８年くらい前でしょうか、雑
誌のインタビューだか対談だかで竹中平
蔵氏が述べていたのですが、日本の乗数
はかつては２，５だったが最近は何故か
１，１か１，０なんですよと述べている
のです。つまり概念は変わっていないわ
けです。では政府は政府自身が発表して
いる上記の資料をどのように説明するの
でしょう？ 好い加減なものですね。
《下団後部へ → 》
４月２９日に四谷で丹羽春樹経済塾が
開かれました。丹羽博士と言えば、政府
貨幣論の第一人者として高名な方です
が、本当は政府貨幣論だけではなく、ケ
インズの思想史的意義についても熱心に
主張されています。今回もやはり思想史
的な面からの講義がありました。
ケインズは１８８３年６月５日生まれ
で、同年３月１４日にカール・マルクス
が亡くなっています。
英国で産業革命が起こり、封建制から
自由主義の時代が始まり、フランスでル
ソーが活躍して人民主権の思想が西欧で
広まり、１７８９年のフランス革命があ
り、好景気と大不況が繰り返す時代に突
入します。そして１８４８年にカール・
マルクスとフリードリヒ・エンゲルスの
共産党宣言。ここまでは中学、高校の世
界史の授業で習った話。
丹羽先生によるとケインズはこういう
時代背景の中で経済学を越えた思想史の
範囲にまで及ぶ業績を残していることを
強調されておられます。当時の経済学は
マーシャルが完成したとされ、市場は自
由にしておけば価格の調整機能が働いて
全て巧く行くという結論です。しかし現
実は好景気と不景気の繰り返し。マルク
スはそこを把えて資本主義にはそういう
事態にならざるを得ない矛盾が内在して
いる、だから共産主義でなければならな
いと結論付けています。それに対し、ケ
インズは歴史主義、決定論、ニヒリズム
に対し、人間の英知で不況は克服出来る

《 → 前ページ末尾より》
でも、今日の価値観で過去の史を裁いて
ことができるのである。
はならない。あくまでも過去に生きた
２ 世
人々の視点に立ち、の状況にわが身をお
0紀という時代は、戦争の常態化
という修羅場であり、白人至上主義や人 いてその時代を洞察しなければならな
種差別が横行する百鬼夜行の時代でもあ い。我が国の、日米戦争をきちんと総括
った。その時代にあって、まさに粉骨砕
を
し
て
こ
な
か
っ
た
ツ
ケ
が
、
い
ま
い
ろ
ろ
な
身働き、努力する愚直な人間が居て、究 かたちで現れて、オタオタしている。
・・・
極の破壊から免れるということが現実に これが福井氏の訴えのポイントです。
在った。
最後に過般の戦争は、愚かではあったが、
それは利害得失を超えた行為であっ
敵味方とも、ここから大きな教訓を学び
た。アメリカには、ルーズベルトという 取らねばならない。世の中には因果応報
恐ろしい悪玉も居たが、グルーのように というものもある。如何に真因を誤魔化
高潔な人物、あるいは東京軍事裁判で見 したとしても、いつしか、何らかのかた
事な日本擁護の弁論をしたローガン弁護
ち
で清算や、歴史の復讐が行われる。
人、ファーネス弁護人のように、敵国日
それが世の中というものだ。考えてみ
本を裁く軍事法廷においても、法の公正 れば、歴史を学ぶということは、人間の
を堂々と訴えることのできる第一級の人 愚かな行動を客観的に分析、吟味し、右
物が居たのもアメリカという国家であっ に左にと揺れるなか（闘争、戦争の繰り
た。
返し）で、とつおいつ、本来のすがたに
アメリカという国は、昔も今も一色で 向かう人類の足跡を明確にしようとする
見ることは危険であるが、日本人は、そ 営みではないだろうか。
う見る人が今でもけっこう多い。もちろ
また繰り返すが、皇室関連の発言は、
ん偉い人物は日本にも多々居るが、こう こういう歴史の綱渡り的背景とそ重みを
いう偉大な人物をどうやって世に輩出さ 十分踏まえて行うべきものと思う。自信
せるかが、今この日本で、まさに問われ がないときは、それこそ“いい意味での
ているのではないだろうか。
沈
黙”を保つべきと考える。
仄聞する教科書の著作権侵害問題で不
福井雄三氏の本著はこの意味で、日米
正行為に対して無視を決め込むような、 戦争におけるひとつの総括版（のひとつ）
あるいはその事実を知りながら支援の姿 である。皆様にも御一読をお勧めします。
勢を崩さない関係者には、こういう高潔
皆
さまなりに総括してください。
な人物を育成できる資格も能力もないも
橋本徹馬氏の日米交渉秘話も、シリー
のと考える次第です。
ズで発信します。いまその本が神
これほど戦争は悲惨であったが、それ 隠しにあっています。以上
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《 → 上団末尾より》
実は丹羽先生、何回講義をお聞きしても
その話を丹羽先生切り出すといい終わ 私はわからなかった。ただ覚えているの
らないうちに「概念は変わっていない」 が「増木君とこ塾だよね。印刷機でお札
でした。
刷ろうよ」と言われたことだけ覚えてい
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
る。娘の母校、元大阪学院大教授 増木
～

■日本国憲法起草の特異性
「私がチャールズ・ケーディスです」
いかにも温厚そうな白髪の紳士が右
手を差し伸べてきた光景が最近またし
きりに思い出される。１９８１年４月、
ニューヨークのウォール街の古い法律
事務所だった。日本国憲法を起草した
ケーディス氏との顔あわせが、いま日
本側で憲法論議が高まるにつれ、思い
起こされるのだ。
日本国憲法草案は１９４６（昭和
）年２月３日からの１０日間に二十
21
数人の米国人たちにより皇居に近い第
一生命ビル内で書きあげられた。連合
国軍総司令部（ＧＨＱ）民政局のスタ
ッフたちだった。その実務責任者が民
政局次長で陸軍大佐のケーディス氏だ
った。インタビュー当時の同氏はすで
に７５歳だったが、３９歳のときに
経験した日本国憲法作成の作業過程を
よく覚えていた。
４時間近く、ケーディス氏が用意し
た資料をみながらその過程を率直きわ
まる態度で語れば語るほど、私は日本
国憲法づくりの異様さに衝撃を受け続

にはさせないというアメリカの強固な
国家意思は日本民族滅亡も厭わないと
考えたとしても不思議ではあるまい。
～～～～～～～～～～～～～～～～～
【あめりかノート】
ワシントン駐在編集特別委員・古森義
久
2012.5.2 03:19サンケイ

防人を励ます会 奥中正之
戦時国際法及びポツダム宣言の規定よ
れば、戦勝国は敗戦国の立法権への介入
は許されない。勝ち組は負け組に対して
何でも出来るのが国際政治の現実ではあ
るが、「人類の正義」を標榜した米国の
建て前と本音との乖離がかくもあざやか
に描き出されたのが、日本占領だった。
白系米人がアメリカンインディアンに
行った反人類正義の行為を見ると、彼ら
にとっては当たり前の行為だったのであ
ろう。彼らは押し付け憲法で日本民族の
歴史を分断した。西村眞悟氏及び菅沼光
弘氏によると、次の解釈となる。
先ずは関係する憲法前文を引用する；
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託に
よるものであって、その権威は国民に由
来し、その権力は国民の代表者がこれを
行使し、その福利は国民がこれを享受す
る。これは人類普遍の原理であり、この
憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法
令及び詔勅を排除する。」
西村氏によるとこの文章こそわが国の
戦前と戦後を分断しているのだ考える。
すなわち、これによって日本の戦前は「人
類普遍の原理」に反するものだと否定さ
れ、その根幹をなす大日本帝国憲法、法
令、詔勅をことごとく排除されたと西村
氏は主張する。【菅沼光弘著の「この国
の不都合な真実」２３６頁参照】
自らの歴史を失う民族は滅びると言わ
れる。日本を二度と再びアメリカの脅威

米国の建前と本音
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けた。なにしろ手続きがあまりに大ざっぱ の発言は少しでも多くの日本国民に知
であり、日本側への対処があまりに一方的 ってほしい憲法誕生の秘史部分だと思
う。
な押しつけに徹していたからだった。
当時の米国がこの憲法で求めたのは
そもそも戦勝国が占領中の旧敵国に受け
入れを強制した憲法なのだから当然ではあ 明らかに日本から防衛や軍事という主
ろうが、それにしても粗雑な点が多かった。 権の一部を奪い、半国家のままにおくこ
ケーディス氏によれば、起草は都内の各 とだった。だから日本側で戦後の国家体
大学図書館から他の諸国の憲法内容を集め 制に反対する勢力にも、この憲法は「半
ることから始まり、後にマッカーサー・ノ 国家」という点で強い魅力となったのだ
ートと呼ばれる黄色の用紙に殴り書きされ ろう。
野田佳彦首相が４月３０日、オバマ大
た天皇の地位や戦争の放棄など簡単な基本
統領とともに重要性を再確認したとい
指針だけが手がかりだった。
「私自身が書くことになった第９条の目 う日米同盟も、まだまだ日本の憲法のこ
的は日本を永久に非武装にしておくことで の特異性に縛られそうである。
した。しかも上司からのノートでは戦争の ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
放棄は『自国の安全保障のためでも』とな 世 界 中で 問 題化 中国 人 の飛
っていました。この部分は私の一存
行機内マナー
で削りました。どの国も固有の自衛の権利
産経ニュース
2012.04.08
は有しているからです」
中国国家観光局の調べによると、
’ 11
ケーディス氏は後に日本側から「芦田修
正案」が出されたときも、同氏の判断だけ 年 に 海 外 旅 行 を し た 中 国 人 は 延 べ
万人にのぼり、前年度比 22
％の
でＯＫを与えたという。この案は９条の第
7000
２項の冒頭に「前項の目的を達するため」 大幅増となった。しかし、空前の旅行ブ
という字句を挿入することで、固有の自衛 ームに沸く一方、中国人旅行者の素養が
疑われるような事件が多発している。航
権を認め、自衛隊保持の根拠を供した。
憲法草案のこうした枢要な部分は上司の 空 機 の 乗 客 に よ る 客 室 乗 務 員 や地 上 職
ホイットニー民政局長やマッカーサー元帥 員への暴力事件が相次いでいるのだ。
月
の承認を事後に得てはいるが、ケーディス
2 日
1 、グアム空港で離陸準備に入
氏の賛成だけでもすんだというのだった。 っていた上海行きの航空機内で、中国人
５０枚以上の記録として私の手元に残る 夫妻が客室乗務員を口汚く罵り、現地の
警察に連行された。この夫妻は、荷物棚
ケーディス氏のインタビューはいま読む
と、日本の憲法がいかに占領軍の命令で作 にあった自分たちの手荷物が、客室乗務
られ、押しつけられたか、その特異性が改 員に移動されたのに逆上し、「私たちの
めて迫ってくる。当時の私は新聞社を一時、 荷物に触るな！」や「シャラップ」と拙
離れ、カーネギー国際平和財団の上級研究 い英語で罵り続けたという。正常な業務
ができないと判断した客室乗務員は、夫
員という立場でのインタビューだった
ため、同氏の発言を新聞で報じることがで 妻に降機するよう求めたが 人
2 は「死ん
でも降りない！」と抵抗したため、警察
きなかった。
だが憲法が新たな脚光を浴びる現在、彼 に通報されてしまった。

らを我々の友邦とし、協力し合うのが正
かく言う 私を「親米ポチ」 と しい選択でしょうか。それとも、そのど
いいたい人はそう言え！
ちらも捨てて、西太平洋のキューバにな
りますか？
H24.-5-3日本兵法研究会 家村和幸
もちろん、米国はその浅い歴史ゆえの
今日、バトルシィップという映画を観 未熟さから、何度も間違いを犯してま
てきました。この映画は、エイリアンの す。日本と同様にコミンテルンに乗っ取
侵略に対して日米海軍が共同してこれと られる危機もありました。
闘う娯楽 FS
映画ですが、リムパック参加
反米を声高に主張する人に一言だけ
国海軍の中で海上自衛隊こそが米海軍が 言いたいのは、心あるアメリカ人の多く
最も信頼している海軍だと言うメッセー は心の中で過去を反省しています。しか
ジをこの映画の中でひしひしと感じ取り し、「国家」としてそれは絶対に声に出
ました。そして、そのことは私自身の３ せない、表に出せない、ということです。
０年の自衛官人生の中でも何度も米国軍 （もちろん、そうではない、おかしなア
人との会話を通じて感じてきたことで
メ
リカ人も沢山います。）
す。
それでも、国際社会の中では、嘘の歴
私は陸自出身であるが故にそのパート 史を押し付けられて６０年以上もぺこ
ナーは米国陸軍や海兵隊でしたが、彼ら ぺこ頭を下げるだけの情けない政府と
は日米共同演習で「タイランド・・・・ 国もあれば、真実の歴史を腹の中にとど
！、コリア・・・・ ！、ジャパン・・・・ めて国際社会の中で責任ある地位を守
No
No
！！」と語っていました。
るため、国家としての威厳を維持するた
Good
かく言う私を「親米ポチ」といいたい めに突っ張っている国もあるというこ
人はそう言ってかまいません。しかし、 となのです。
このことだけは言っておきたいと思いま そこのところを理解しながら、米国人の
す。そして、そのことへの、納得できる 心を察しながら、相手のプライドを傷つ
反論があればお待ちします。
けずにうまく付き合っていく。「嘘」を
「支那は、停滞と後退しかない国です。 つかない、正直で、太陽のごとく元気で、
アメリカは、遅々としながらもそれなり 勤勉で、・・・そうした魅力ある国家・
に学習し、進歩する国です。」
民族として米国人の心をひきつける。そ
「支那は、他民族を無理やり抱きこんで、 して、米国の潜在的な「力」を世界人類
辺境を拡大してきた国です。米国は、北
の
平和のためにうまく発揮させる。
米大陸に自由に集まってくる他民族によ
信頼される同盟国として、言うべきこ
って構成してきた国です。・・・いろい とははっきりと言い、お互いに納得しあ
ろな民族問題を抱えながらも・・・」
いながら世界平和実現のために国家と
さて、吾が祖国・日本は、このどちら しての使命を果たす。これこそが日本民
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族だけができる人類最高の芸当だ・・。 関越道バス事故に思う
世界平和を「力」で実現できる国は、
「帰化」の簡素化絶対反対
米国をおいてほかにはありません。反米
H24-6-10Ｍ情報 増木直美
を唱えるならば、すくなくとも軍事力に
おいて米国を、いやその前に支那ぐらい
毎日新聞 月
時 58
分配信
5 日
8 火( )11
は超えろ！それができなければ、所詮内
４６人が死傷した関越道ツアーバス事
を言っても「負け犬の遠吠え」に過ぎな
故で疑問視されている、バス運転手の就
い。これが、私の心情です。
労
基
準
や指針。現行の１日最大「９時間
私たち日本人は、日米の友好親善・日
運転」
「６７０キロ走行」では過労運転を
米の軍事協力の本質をここに見出し、人
防げないとして、国土交通省が見直しを
類の普遍の価値を米国が「力」で、日本
表明する一方、この基となる基準を作っ
が「心」でサポートできる唯一の国にな
た厚生労働省の動きが見えない。運転手
るべきだと考えます。
側は「過労を監督する厚労省がまず問題
まずは、占領下で押し付けられた憲法
意識を持つべきだ」と批判し、バス会社
ぐらいは、独立主権国家たる気概を持っ
側からも「運転手の労働基準がダブルス
て自分で破棄し、自主的に制定すべきで
タ
ン
ダ
ードになるのは困る」との声が上
しょう。他国に拉致された自国民や、不
がる。
・・・・・
法占拠された領土を米国に泣きつくよう
-----------------------------------なみっともないことをせずに自国の軍事
違う。これは絶対違う。この運転手は
力で奪回すべきでしょう。それなくして
中国人で、最近帰化したという。外国人
叫ぶ「反米」は、本人が意識するかしな
参政権との兼ね合いで最近「帰化」が大
いかは別にして、結果的に「親中」「媚
変簡単になったと聞く。ここに問題があ
中」そのものなのです。自らは自立せず
る。日本語もまともに話せない運転手。
に、米国との縁を切ろうとする日本・・・
冗
談ではない。
最もそれを喜ぶ国はどこか・・・、これ
この中国人の運転手も事故を起こさな
を考えればそのことは明らかでしょう。
いようにと心がけていたと思う。通常の
吾が祖国の生存のために、米国を味方
JRの高速バスの運転手も事故を起こさ
に引きつける、米国人が血を流しても「守 ないように心がけていると思う。両方と
る価値ある日本国」たらしめる。・・・
も心がけている。ところが、その「心」
これが私の国防戦略です。
が
全く違うのだ。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
全部が全部とは言わないが、中国人の
「反米を唱えるならば、すくなくとも軍
方は、
「事故を起こすとクビになる」自分
事力において米国を、いやその前に支那
の職がなくなる。だから安全運転に気を
ぐらいは超えろ！」
つける。 JR
の日本人運転手は「客を安全
全く同感です。感銘します。日本は
に、待っている人がいる目的地に送り届
60
数年前原爆を落とされました。そのこと
けたい」だから安全に気をつける。同じ
は忘れてはならない。と同時にいかに日
「安全運転に気をつける」のでも、「自分」
本の国益のため米国を活用するかだと思
のためか「相手」のためか。正反対なの
います。
増木
だ。ウソだと思うなら、一度上海にでも
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

しかし、実際は組合に配慮し過ぎで、
北京にでも行ってバスに乗ってみたらい 大きな意味について認識すべき時です。 職員の、評価緩すぎ、もらい
この数年全く改革が進んでいません。大
い。
第１に、韓国のこの主張は、竹島、慰 過ぎ
阪の橋下市長は就任後すぐに見直しを表
中国で、人とバスが接触したらまずバ 安婦などと同じく、完全に歪曲した歴史 田沼新聞 号 より
35 5)
明しましたが、千葉の熊谷市長は就任し
スの運転手は接触した場所に飛んでいっ 事実に基づいて行われているというこ
千葉市議会議員 田沼隆志
て約 年
て、傷がないか確認する。それから、接 とです。今回紹介します下條正男先生の
3経つものの、このテーマは全く
触したことを相手に怒鳴りまくる。
「日本海呼称問題で韓国を黙らせる」
大阪維新の会「職員基本条例」に関連 進んでいません。このままでは市民の理
人が怪我しようがしまいがどうでもい （『正論』４月号掲載）に詳しく説明さ して、職員の人事評価や給与待遇見直し 解が得られるとは思えない、一刻も早い
い。良い悪いではない。そういう国なの れていますように、なるほど『三国史
について、質問。まだまだ、民間の感覚 見直しを、と要望しました。
私は公務員をひとくくりに批判するの
だ。そういう価値観で何十年も車が走っ 記』（高句麗本紀）と『広開土王碑』に とかけ離れていると感じます。
は好きではありません。しかし、ダメな
てきた。その中で育ったきた人が日本に 「東海」という記述があります。しかし、 大阪市の職員基本条例は、 段
5階の相
帰化していきなりバスの運転手。できる 高句麗は朝鮮半島の西北から満州にか
対評価であり、全ての段階で評価される 部分はダメと言わなければなりません。
訳がない。日本に何十年も住んできた在 けて存在していたことから想像つきま
人数の割合が決まっています。対して千 今回の質問は、当局にとっても相当厳し
いものだったと思います。これからも、
日の帰化を少々甘くしようというなら、 すように、「東海」はどうみても今の日 葉市は、ランク 、４しか人数の割合は
5
まだ半分くらい目をつぶってもいい。し 本海を指すものではありえません。今の 決まっていません。そのため 7043
人の 民間感覚と逸脱しない、頑張る職員がき
かし、中国人やその他の価値観や文化の 黄海の一部を「東海」と表現していたわ 職員のうち２以下の評価を受けた職員は ちんと評価されて活気のある、そういう
違う外国人の帰化を甘くするなど絶対あ けですが、下條先生の言われるように、 たったの 47
人！約 0.7
％です。かつ、こ 市役所にしていけるよう、積極的に提案
ってはならないと思う。
中国から見て東にある海だからそうい
れには休職者やメンタル疾患者も含むた します。
最近、介護師等々外人を採用し始めた。 っていたということです。さらに渤海を め、実態としては 10
数人だけ。実質、 3
これからこのような問題がどんどん出て 東海とも呼んでいたということです。
段階評価なのです！
人
4に 人
3は、頑張 保守派の祝日法案を糾す
くるような気がしてならない。
こんな全くの歴史歪曲によって「東海 っても頑張らなくても、ランク３の評価。 平成２４年４月１４日
主権回復を目指す会 児島謙剛
呼称はキリスト誕生より古い」などとい これで緊張感ある職場と言えるでしょう
「日本海呼称問題で韓国を黙 うトンデモ論を声高に主張しているの か？ これが行政のぬるま湯的体質の真
４月２８日、今年もまた「主権回復記
が韓国なのですが、例によって日本政府 因ではないでしょうか？ 添(付写真参照 )
らせる」
のこれに対する断固たる反論がなされ
私は会社員時代、まさに大阪市のよう 念日国民集会」なるものが開催されると
拓殖大学教授 下條正男
平成２４年５月７日 嶋田尊治報告
ていないため、かなり国際的に広がって な厳しい評価の職場にいました。大変で いう。その場所が永田町の自民党本部で
きているのが実情です。危うくバージニ したが、低評価の恐れがあるからこそ、 あり、その主催者として自民党の議連、
ア州で論が採用されそうになったのが
やる気が生まれ、組織が非常に活性化し たちあがれ日本などが名を連ねてい
その典型例ですが、国際的な地名学者の ていました。今回市長側は「今の評価制 る・・・これぞまさしく愛国保守陣営の
間にも支持者が広がっているというと
度は組織活性化が目的」と答弁しました 限界を示して余りある現実だ。そう断
いうのです。
が、現状でそれができるとは到底思えま 言して差し支えない。
主権回復を目指す会では、昨年来、本
またこの問題は、単に呼称問題にとど せん！ 厳しく指摘しました。
まらず、竹島ともからみ、全て日本帝国
また、用務員・運転手・清掃員などの 件が孕 は(ら む)事態の深刻さを憂慮し、
主義による侵略行為の一部であり、日本 技能労務職員の給与水準は、民間比であ 警鐘を打ち鳴らす意を込めて抗議活動を
実施してきた。
が償いを行うべきこのとの一環である、 まりに高い！ 年収が 900
万円を超え
４月２８日の何が問題なのか？ いま
という主張と結びついていることです。 る清掃員や、 850
万円を超える運転手も
政府に断固たる対応を強く迫るととも
います。早急な見直しが必要です。仮に いち分かりづらい面もあるが、端的に整
に、韓国の人々を含め世界の人々に、
これらの職員の給与水準を民間並みにし 理すると以下の通りである。
歴史の真実を訴えていかなければなり
た場合、なんと 86
億円もの削減効果があ ・ 昭和２７年（１９５２年）の４月２８
日、サンフランシスコ講和条約と同時
ません。
るのです。
国際社会を舞台に「日本海を東海に改
めよ」と求める韓国の運動は、１９９２
年に国連の地名標準化委員会で日本海の
呼称について問題提起したことに始まり
ます。以来官民挙げて
執拗な運動を展開してきました。今年１
月バージニア州で使用する教科書に日本
海と東海を併記するよう求めた提案が州
の上院の委員会で８対７の僅差で否決さ
れるという事件が起きました。４月２３
日～２７日に開かれた国際水路機関総会
を目標に運動してきた韓国のもくろみは
完全挫折しましたが、この問題がはらむ

Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
平成 24 年 6 月１５日（131-11）

に日米安保条約が発効
・ それによって、米国による事実上の占
領政策が継続
・ 我が国は、外交・軍事における真の主
権を回復できないまま今日に至る
たった ３つの 箇条書 きを見た だけ で
も、賢明な読者は「４月２８日を祝日化
しよう」などという目論見の欺瞞がお分
かりになるであろう。４月２８日に、我
が国の実質的な主権は回復しなかった。
いわば“屈辱の節目”だ。そのような日
を、なぜ「主権回復記念日」などと詐称
し て祝日 にしな ければ ならない のか ？
なぜ「お祝い」しなければならないのか？
どう考えても辻褄が合わない。
国 家 主 権 の 喪 失 とい う 現 実を 受 け入 れ
た上で、それについて国民一人一人が真
剣に考える契機（きっかけ）を設けたい
と いうこ とであ れば、 その動機 自体 に
我々は反対しない。しかし、それならば、
日本版「国恥記念日」とでも称するのが
日本人としての気概、日本民族としての
矜持である。周知の通り、袁世凱政権下
のシナ（中華民国）が２１か条要求を受
諾した５月９日を「記念」した呼び名に
因 ち(な ん)だものであり、これこそが呼称
として相応しい。
来たる４月２８日（土）、我々は自民党
本部前で「主権回復記念日国民集会」糾
弾の抗議街宣を決行する。日章旗を掲げ
て愛国を訴える陣営同士が正面切って対
峙する、まさに本物の“カウンター”だ。
我々にとって、これは真の愛国を自負す
る者としての矜持を賭けた『堕日保守』
との戦いである。
読者の各位におかれては、この「主権
回復記念日」の問題を通じて、我々と保
守派の主張の一体どちらに道理があるの
か、ご判断頂きたい。

Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
平成 24 年 6 月１５（131-12）

「バカ女とは別れろ！」
理論的には憲法は無効だ。」という質問
どこかの痴話喧嘩ではありません。議 に、石原都知事が答えたもの。「憲法」
会答弁です。６月１３日、東京都議会で、 を「バカ女」と。こんなことが言えるの
土屋敬之議員の「憲法制定の欺瞞性、法 は知事は４７人いるが。・・詳細は次号。

【ご支援 等の口 座】

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

弊『Ｍ情報』では、日々、全国各地の仲
間から、または情報収集の専門家から情報
が送られてきます。それをメールで転送し
ます。内容はどこよりも詳しく多種多様。
逆に言えば「量が多過ぎとお叱りを受ける

また、弊紙は郵メールで郵送しています。
重さ制限は５０ｇです。まだ余裕がござ
いますので、資料等の同封が可能です。
ご 希 望 が ござ い ま した ら ご 相談 く ださ
い。

のですが。試しに一度受信してみてくだ
さい。ご不要でしたら即停止いたします。
要領は次のアドレスに「メール希望」と
空メールを（発信名義「 NPO
法人百人の
会」
）
。
h100prs@oregano.ocn.ne.jp

諸情報のメール配信について

＃＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃ ＃＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃

弊会『Ｍ情報活動報告』は、現在のとこ
ろ毎月月始めに全国約２０００（目標５０
００）部発送しております。掲載ご希望の
論文、情報等ございましたらどんどん表記
事務所までお送りください。

原稿・同封資料の募集について

＃＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃ ＃＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃

先ずは、平素より私どもの活動に力強い
使用申請料等・活動のための交通費、
ご支援を賜り心から御礼申し上げます。こ
通信費・資料、横断幕、ビラ等の制
のレポートにもありますように、私どもは
作費 ・備品購入費
「 国 を 破 壊 し よ う と 思 っ て い る 連 中 」 と ○ Ｍ情報が活動の企画運営を行ってい
日々命がけで戦っています。ところが問題
る主な団体
は活動資金。子供達に誇りある国を残すた ・救う会大阪 ・ＮＯ！ 民主「桜組」
め今まで以上にがんばります。何卒資金の
・靖国神社に眠る御霊に感謝する会
ご協力を伏してお願い申し上げます。
・米国に原爆投下謝罪を求める会
※ この、Ｍ情報機関紙は新聞の形態をと
・大阪の公教育を考える会
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・スパイ防止法の制定を求める会
特に「購読料」は設定していません。
・外国人参政権に反対する会・関西
カンパをよろしくお願いいたします。 ・日教組の違法行為を追及する市民の会
・ 竹島を奪還する会・関西
○ カンパ金の主な使途は下記団体の活動
・ 改憲祈念の会
の企画運営費です。
◇ 前記口座、または同封の郵便振替に
てご協力ください。
・活動の資料等の発送費・道路、公園

活動資金ご協力のお願い

◆我が国の年間休日は祝日を合わせて
１１９日にも及ぶ。今我が国は未曾有の
大震災で打撃を受け、国家存亡の崖っぷ
ち に立たさ れている のではな いのか 。
「三 」
Kなる労働を嫌う悪しき民度の低
落、こうしたなかで、これ以上祝日を増
やしたらどうなるのか。怠け癖が染みつ
い た日本人 の性根を 破壊する だけだ 。
「保守派」よ、いい加減な無責任は止め
よう。これ以上の休日は勤労意欲の崩壊
を招くだけだ。主権回復運動を「祝日」
という“人参”で語るのは止めよう！
【主権回復を目指す会設立趣旨】
昭和２７年４月２８日、サンフランシス
コ講和条約の発効をもって、我が国は大
東亜戦における対外的な敗戦責任を処
理した。
昭和２０年８月１５日以降、日本は国
際法を蹂躙する軍事占領下に置かれて
いたが、ここに真の終戦を迎え、独立国
家としての主権を回復した。しかしなが
ら、講和条約が発効すると同時に、日米
安保条約も同時発効した。この安保条約
の発効は今現在に至るまで、日本が軍事
的主権を喪失してきた現実を示してい
る。つまり軍事の独立を喪失している点
で、米軍の占領期間と講和条約の発効後
は見事に連続している。
そして終戦６０数年を経た現在の日
本は、対米従属は言うまでもなく、シナ、
朝鮮などの内政干渉にも屈服し続け今
に至り、その惨憺たる現状は言うまでも
ない。
従って、我々の見解は今の日本を独立
した主権国家と見なさないし、日米安保
条約を放置したままでの主権国家など
あり得ないとする。軍事的主権を取り戻
して、我が国が完全な主権国家を目指す
ことこそ当会の基本理念である。

