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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

Ｎｏ．１33
【発行・編集】
「M 情報デスク」サポート団体
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詰所寄贈のお願い
東京都知事 石原慎太郎様
拝啓、
突然このようなお手紙を差し上げる失
礼をお許し下さい。
私は万年住宅㈱代表取締役中山文夫（仮）と
申します。
最近の尖閤諸島問題・『支那』の横暴な言動
に対して、
日本政府の腰抜け対応に切歯据腕の
思いで いっぱいです。何とか民間企業が国の
ために協力できることはないものか？ と検
討した結果、 尖閣諸島に自衛隊員詰所又は、
漁民のための休憩所を寄贈させていただきた

いと思いつきました。我々の扱っている
『
・やまと』なる建物は、阪神大震
NWPC
災時、激震地に建っていた 495
棟のすべ
てが窓ガラス 枚
1 の破損もなく無傷の実績
があります。尖閣諸島地域は台風の発祥地
です。 大型台風でも鉄筋コンクリート構造
の『 NWPC
・やまと』は安全性が高く、台
風、地震・津波保証も行っており、今後の
維持管理も経済的です。又、東日本大震災
時には、日本初の２階建て鉄筋コンクリー
ト造の応急仮設住宅として福島で採用され
好評をいただいております。さらに万一『支
那』の攻撃を受けても強く、燃えません。

１年前から計画を立てましたが、当
時の菅政権下では、建設に対する現
地 調査、建築確認の地主の承諾が出
ませんでした。
この度、石原様が、尖閣を東京都
が守るんだ！ との意思表示をして
くださいました。そこで、『支那』
が出てくる前に日本が実効支配をし
てしまうことが一番よいのではない
かとの提案に至った訳でございま
す。
計画案の概要は下記のとおりです。
①概要
用途等 自衛隊員詰所、漁民の休
憩所鉄筋コンクリート組
立造 51
坪 階
2建
工期
１日間
費用
建:物費用内装込一式寄付
但し、運搬費用は、別途
②『支那』の妨害対策
都知事にお願い
③匿名のお願い
石原都知事の日本国を思う心意気
に賛同しているのであります。 売
名行為ではないので、匿名希望。
ただし、左翼、支那の反撃が怖い
ものでありません。
④注意点
島の名義変更は来年の 月
4 に東京
都が買取の計画とのこと。支那が
動くとすればこれより早い時期に
実効支配してしまう可能性ありで
す。一旦強引にでも奪い取ってし
まえば竹島のように日本は諦めて
しまう民族だからです。 結論的に
は、時期は支那が動く来年の１～
３月の前の、本年 12
月がよいと
思います。工事は内装まで全て仕
上げた
《次頁４段目へ→》

「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

尖閣諸島周辺の接続水域を航行する中国の漁業監視船「漁政３３００
１」＝１２日午前９時ごろ、尖閣諸島久場島北北西約３２キロ

新たに中国漁業監視船「中国の海域 １１日に日本の領海を侵犯した３隻の
うち１隻は、同日午後７時前に接続水域
だ」 尖閣周辺、２日連続
を離れたが、２隻は接続水域で航行を続
サンケイ
2012.7.12
け、「漁政３３００１」が新たに合流し
１２日午前８時１０分ごろ、沖縄県・尖 たという。
閣諸島の久場島北西約４１キロの日本の
接続水域で、中国の漁業監視船「漁政３３ 漁業監視船の侵犯をめぐっては、日本
００１」が航行しているのを第１１管区海 側の抗議に対し、中国側が中国漁船をこ
上保安本部（那覇市）の巡視船が確認した。の海域に派遣することを解禁する可能性
尖閣諸島周辺で１１日、相次いで日本の領 を示唆するなど、日中間の緊張が高まっ
海を侵犯した中国の漁業監視船３隻とは ている。
別の監視船。
「半歩も退かない核心的利益」＝
１１管によると、巡視船が漁業監視船に
尖閣問題で武力衝突も示唆－中国
航行目的を確認したところ「中国の海域を
）
共産党機関紙 （ 2012/07/13
パトロール中である」と応答したという。
【北京時事】１３日付
の中国共産党機関紙・人
民日報は、野田政権によ
る尖閣諸島（中国名・釣
魚島）国有化方針などに
ついて「国家の核心的利
益に関する問題であり、
中国が半歩すら退くこと
はあり得ず、後退する空
間もない」と絶対に譲歩
できない問題と位置付
け、日本政府に警告した。
さらに「釣魚島問題が
制御できなくなる危険は
絶対にないとは言えな
い」と武力衝突の可能性
を示唆。「日本の政治家
は覚悟ができているの
か」と挑発した。
核心的利益は台湾、チ
ベット、ウイグルなど中
国の体制や主権に関わる
重大問題を指すが、人民
日報は１１日付でも尖閣

問題を取り上げ、「核心的利益を断固維持
する」と強調。日本向けに強硬な論調を展
開している。
一方、中国外務省の劉為民報道局参事官
は１３日の定例会見で、中国漁業監視船が
尖閣諸島周辺の日本領海内に再び侵入した
ことに対する１２日の日本政府の抗議につ
いて「拒絶する」と強調。日本の海上保安
庁巡視船が漁業監視船の「公務を邪魔した
ことに強烈な不満を表明する」と不快感を
示した。

《→前頁末尾より》
『 NWPC
・やまと S-11
』を大型船で運
び、あらかじめ４日間で仕上げた基礎、
コンクリートベたベースの上に、降ろす
だけです。全重量は 15O
トンです。問
題点は魚釣島の元鰹節工場跡地に大型運
搬船が横付けできる深さがあるか否かで
す。
是非この計画案をご採用下さいますよ
う、よろしくお願いいたします。

最後にな
りました
が、石原都
知事の気概
を日本国の
ため、日本
国総理とな
っていただ
き、ご活躍
いただきた
いと切に願
っておりま
す。

詰所見取り図
詳細は HP「百人の会」→TOP「更新
記録」→7－15「一夜城の提案」
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明日の社会を担う青少年の健全育成
は、すべての国民の願いである。
しかし、今日、我が国の青少年の現状を
見ると、連日のように新聞等で青少年の
事件報道がある。最近では中学生による
バス強奪や未成年者の無免許運転による
小学生死亡事故など社会を震撼させる事
件事故が多発し、憂慮すべき状況である。
また、携帯電話等の情報通信の発展と
ともに、青少年が有害情報に触れる機会
がふえたり、書き込み等によって他人を
中傷するいじめが学校現場や社会で大き
な問題となっている。このように青少年
が事件に巻き込まれたり、また事件の当
事者になる事例が後を絶たない。
こうした社会の現状を見ると、青少年
の荒廃は我々大人が「青少年を見守り支
援し、時には戒める」という義務を果た
さなかったゆえの結果である。
これらの問題に対して、各都道府県の
「青少年健全育成条例」が対処し、一定
の効果は上げてきたが、今日では、その
限界性が指摘されている。今求められて
いるのは、青少年の健全育成に対する基
本理念や方針などを明確にし、有害環境
から青少年を守るための国や地方自治体
地域社会そして保護者等の責務を明らか
にし、これによる一貫性のある包括的、
体系的な法の整備である。
現在、青少年のコミュニケーション力

発議１７号 「青少年健全育成基本法」
の制定を求める意見書

千葉市議員 宍倉清蔵
H24-6-4

６月千葉市議会で意見書可決
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の不足や規範意識の低下、自立のおくれ、
家庭・地域の教育力の低下などに見られ
るように、今一度、社会全体で青少年の
健全育成や家庭のあり方を再考し、「家
庭の価値」を基本理念に据えた、「青少
年健全育成基本法」の制定が必要である。
よって、本市議会は国に対し、「青少
年健全育成基本法」の制定を強く求める
ものである。
以上、地方自治法第９９条の規定によ
り意見書を提出する。
平成２４年６月２６日
千 葉 市 議 会
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
発議１３号 北朝鮮による日本人拉致問
題の早期解決を求める意見書

る日本人拉致問題の早期解決に向け全力
で取り組むよう強く要望するものである。
以上、地方自治法・・・・・略
平成２４年６月２６日 千葉市議会
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
発議１４号 外国資本等による土地売買
等に関する法整備を求める意見書

近年、全国各地において、外国人や外国
法人により水源地域の森林等の土地の買
収が進んでいる。今後も、世界の水需給の
ひっ迫などから外国資本等による買収は
一層拡大することが予想される。
諸外国では、外国資本等による自国内の
土地所有について、地域を限定したり、事
前許可制とするなどの制限を課している
例があるが、我が国においては、大正１４
年に制定された外国人土地法が実効性を
失っており、有効な制限がない状況となっ
ている。このまま外国資本等による土地所
有が無制限に拡大していけば、無秩序な伐

平成１４年９月に日朝首脳会談で北朝 採など水源地域の乱開発による水質の悪
鮮が日本人の拉致を認め、５名の被害者 化や水資源の枯渇など、良好な自然環境の
は帰国した。しかし、残りの拉致被害者 維持や森林の適切な管理、水資源の保全に
については平成２０年８月に再調査を約 重大な影響を及ぼすことが懸念される。
よって、本市議会は国に対し、国土保全
束しながらその後の進展は何ら得られて
おらず、事態は長く停滞したままである。 や水資源確保などの観点から、外国資本等
拉致問題は、北朝鮮による重大な人権 による森林等の土地の売買や開発行為を
侵害であり、日本の国家主権に対する許 規制し、適切な管理体制を構築するための
しがたい侵害である。一方、拉致被害者 法整備を早期に図るよう強く求める。
以上、地方自治法・・・・・略
は、帰国のかなわぬまま年齢を重ね、日
本で待つ家族らの高齢化も進んでおり、 平成２４年６月２６日 千葉市議会
拉致問題は時間との闘いでもある。
北朝鮮は、昨年末、拉致の実行に深く関 日の丸条例尼崎市議会で可決
与した金正日総書記が死去し、金正恩新
毎日新聞 月
日 水( )
6 27
体制に移行した。この機をとらえ、一刻
も早く現在の膠着した状態を打開し、国 尼崎市丸岡鉄也議員に座布
の威信をかけて、特定失踪者を含む拉致 団５枚！
尼崎市議会（定数４４）で２６日成立
被害者全員の帰国を実現すべきである。
よって本市議会は国に対し、北朝鮮によ した「日の丸条例」。１００人を超える傍

聴者が見守る中、学校を常時掲揚の対象
外とする修正案が賛成多数で可決され
た。賛同した議員は「半歩前進」と自賛
する一方、反対する議員は「強制はおか
しい」と批判した。
条例は、市役所や消防署、議場、市主
催の式典、市立学校の入学式や卒業式で
日の丸掲揚を義務づける内容。今年２月
に最大会派「新政会」がすべての公共施
設で常時掲揚する原案を提出。公明党会
派は対象から学校施設を除く修正案を提
出した。委員会では両案とも否決された
が、この日、修正案が可決された。議長
から市長に送付された後、２０日以内に
公布される見通し。
新政会の丸岡鉄也議員は「会派（１１
人）だけで過半数は取れず、他会派の協
力が必要だった。一歩ではないが半歩前
進できた。学校施設については今後考え
たい」と話した。公明党の仙波幸雄議員
は「学校施設での掲揚には根強い反対が
あり、落ち着くところに落ち着いたので
は。
（学校では）正しい歴史認識を教育す
ることで、一部の『日の丸アレルギー』
を解消していきたい」と話した。
一方で、共産党の早川進議員は「日の
丸への思いはいろいろあり、それを強制
するのはおかしい」と改めて異論を唱え
た。委員会採決が覆ったことについては
「委員会制度があり、５カ月もの間審議
した結果が否決だった。本来は次の９月
議会に議案を出し直すのが筋だ」と指摘
した。【生野由佳】

---------------------------------私、増木が仲間１０名と傍聴しました。
反対派の傍聴人、お行儀の悪いこと。拍
手はするはピーチクパーチク。係が注意
してもその時だけ。なぜ退場させないの
だろう。
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イスラエルの覚悟
ユダヤ人の国家・イスラエルはアラブ
社 会 に ポ ツン と 浮 かぶ 小 さ な国 家 であ
る。ユダヤ人は、
「無抵抗のままガス室に
送られるという経験は二度としない」と
固く心に誓っている。その思いは、
「安全
保障が何よりも優先される」という政策
に現れている。
イスラエルは、核兵器の保有を事実上
実現し、世界最強の情報組織の一つをい
われる「モサド」という情報機関を保有
している。いずれも「無抵抗のままガス
室に送られない」ための備えである。
ひるがえって、我が国はどうか。我が
国は大東亜戦争にてほぼ全ての日本人が
直接、間接を問わず悲惨な経験をしてい
る。特に二度にわたる原爆投下による死
者数は、事後的な放射能障害による死亡
も含めると三十万人を相当越えている。
我々は「二度とこんな苦しみを味わいた
くない」と強く念じている。
一方、最近の我が国周辺を眺めてみる
と、すぐ隣の中国とロシアは核武装をし
ているばかりでなく、強大な軍備を備え
ている。北朝鮮も核開発を行い既に複数
回核実験を行っている。加えてこれら周
辺三カ国は我が国を射程範囲とする各種
ミサイルを保有している。にもかかわら
ず、我が国には確たる国防態勢もなく、
国民を避難させる「核シェルター」も満
足に用意できていない。経済力が弱いた
めに国防態勢が整備できないのではな

被爆国にこそ核武装の権利がある

関西防衛を支える会 山本賢一
先日、大阪、梅田新道にある「米国総
領事館」において開催されたセミナーに
参加しました。講師の一人に、人民解放
軍の元少将がいて「台湾独立は、日本の
大阪や、福岡が独立するようなもので、
絶対に容認できない」とのたもうた。台
湾がそんなに大事なら、福建省などに１
０００基以上のミサイルを備えて台湾国
民を威嚇するのはおかしいではないか。
共産シナは、残酷で下品なやからである。
まともにつきあえる相手ではない。
米国の元将軍は「尖閣列島問題は、日
本と中国との二国間の問題と認識してお
り、米国は中立だ」と公言した。どちら
も暴言であろう。米国さんよ、貴国は日
本の同盟国ではなかったのか。同盟国の
軍人なら、もう少し違った表現があって
もよかった。正直、落胆した。日米安保
を信用してはいけない。
支那は、台湾全土をきちんと統治した
ことがなく、明治の初期、我が国の漁民
が、台湾の原住民から虐殺された事件が
発生、支那（当時は清王朝）は「台湾は
化外の地であり、そこの原住民が行った
行為に対して責任を負う立場にない」と
公言した。支那人が過去の歴史認識を、
声高に言うのは、あくまでも自国の利益
のためだということがよく分かるではな
いか。共産シナには、そろそろガツンと
言わなければならない。日本人の覚悟を
見せなければならない。最も有効な手は
「独立国としての尊厳と国益、国民の生
命財産を守るため、我が日本国は核武装
を検討する」と宣言することである。

く、愚かな観念にとらわれているためにし
っかりとした国防態勢が取れないのだ。
強い国防意識を持て
私も、一般の人々と同じで、平和で安定
した社会が第一と考えているが、平和と安
定 を維 持する ために は確 固とし た国 防態
勢と国防意識が必要であると考えている。
「国防」とか「防衛」というものは国家・
国 民が 存続し ていく うえ にどう して も必
要なものである。これ無くして生活の安定
や安心は保たれない。この考え方が普通の
考 え方 である にもか かわ らず、 我が 国で
は、「それは右翼の考え方だ」と信じ込ん
でいる人が少なくない。
なぜ被爆国となったのか
昭和二十年八月六日広島に、八月九日に
は長崎に米軍爆撃機が原子爆弾を投下し、
約三十万にも及ぶ一般国民が虐殺された。
ま さに 大量破 壊兵器 によ る大量 虐殺 であ
る。当時の広島、長崎はほとんど「無防備
のまま原爆投下を許し」てしまった。その
原因として次の点が考えられる。
その一、敵の大型爆撃機を撃墜できる対空
砲がなかった。
その二、迎撃戦闘機はＢ 29
の飛行空域に
到達できなかった。つまり、我が国土は完
全に無防備となっていた。
その三、敵機が「原子爆弾を搭載している
かもしれない」という情報が我が国の国
防関係者に伝えられておらず、防空部隊
が安易に見過ごしてしまった。
その四、我が国諜報機関は、米国政府の対
日爆撃計画を全く把握できていなかった。
その五、米国で原子爆弾が完成し、実戦配
備されたことを知らなかった。
敵国を知らなかったのか
最大の敵国である米国の軍備状況、兵器
開 発状 況は何 が何で も情 報入手 しな けれ
ばならないターゲットだ。数十人どころか

数千人の諜報員を米国に送り込んで、あ
らゆる手段を使って入手すべきだ。
それにしても、
「無防備のまま原爆投下
を許した」ということは余りにも情けな
い。二度とあってはならないことである。
原爆開発を知っていた可能性
我が国が、米国において原爆開発計画
が進んでいたことを全く知らなかったと
は考えられない。なぜなら、我が国でも
同様の計画を進めていたからである。
我が国の原爆開発計画推進の中心人物
は仁科芳雄であった。この仁科を通じて
当時の核物理学の水準や核分裂による破
壊兵器の開発の可能性について一定の情
報が我が国にも入っていたはずだ。
核攻撃を防ぐことが国防の最重要事項
我が国が二度と被爆国にならないこと
が肝腎なことである。
核兵器を敵国に投下する方法は二つ。
一つが核弾頭を装着したミサイルの潜
水艦などからの発射である。二つ目は核
爆弾を飛行機に搭載して敵国上空で投下
する方法である。
防御側は、この地上からと海中からの
ミサイル攻撃、さらに爆撃機からの投下
を防ぐ必要がある。
もっと前の段階ならば、核兵器が実戦
配備されないように製造工場を叩くこと
も必要である。イスラエルがシリアの核
関連施設を叩いたのはこの段階での攻撃
で、自衛権の行使である。強い意志を持
って決断すれば被爆国とならないのだ。
敵の核攻撃を叩くミサイルを保有する
ことは自衛権の範囲であり、当然、現行
憲法が許容する範囲内である。
「二度と被爆国にならない」ためにはそ
のための備えを持つこと以外にない。
現在、我が国に核兵器を投下する可能
性を持っているのは中国とロシア、そし
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て北朝鮮の三カ国に限られる。被爆国に
ならないためには、この三カ国の核攻撃
を抑止するための最低限の兵力を持たな
ければならない。極めて当然の話である。
きちんとした国防態勢を構築していな
ければ外交によって相手の攻撃意図を阻
止することは不可能である。外交力で相
手の戦意を挫こうとするなら強力、かつ
必要十分なる軍備を備えるべきだ。
被爆国こそ核武装の権利があると国際社
会に訴えよ
「二度と被爆国にはなりたくない」なら
「被爆国こそ核武装の権利がある」と国
際社会に訴えねばならない。外敵の核攻
撃を抑止できるのは核武装しかないから
である。もし核保有国が「核拡散になる
から容認できない」として反対するなら、
「 核 兵器 の攻 撃を 受け たの は 我々 だ。
我々が筆舌に尽くしがたい苦しみを味わ
ったのだ」
「被害を受けた方が、二度と被
害を受けたくないと主張することは極め
て自然であり、誰にも否定できない」と
主張すべきである。これこそが本当の「ノ
ーモア広島」である。イスラエルの核武
装を参考にせよ。
我々日本人は言論の自由が保障された
社会に生きている。にもかかわらず、
「核
武装」は議論することさえタブーとなっ
ている。しかし、世界の現実は異なる。
イスラエル、インド、そしてパキスタン
は核兵器を開発し保有している。この三
国は、国際社会で全く相手にされず破滅
してしまったのだろうか。答は否である。
彼の国は国際社会で普通の国家として認
知され、存在している。
核の五大国以外で最も早く核武装に成
功したのはイスラエルである。以下に述
べる内容は、イスラエルがいかに困難を
克服しながら核武装に成功したかという
ことについて概説したものである。その
したたかさには驚異的なものがあり、我
が国にとって参考になる。
イスラエルが、いつ、どのように核兵
器を開発し保有するに至ったのかを調べ
てみると、実に興味深い。
一九五六年、アラブ社会主義の旗を掲
げ て エ ジ プト の 政 権を 掌 握 した ナ セル
は、強烈なナショナリズムに突き動かさ
れてスエズ運河の国有化を宣言した。
イスラエルの深謀遠慮
このスエズ運河を巡る一連の動きの中
で、イスラエルは英仏両国のお先棒を担
ぐ格好でエジプトに侵攻した。そこには
深い意味があった。イスラエルは、なん
としても核開発に必要な技術をフランス
から導入したかったのである。
イスラエルは、一九四八年の建国宣言
からアラブ周辺国の圧力を受けていた。
アラブの圧力を跳ね返すには核武装しか
ないと考えた。
しかし、当時のイスラエルには核開発
の技術が不十分だった。先進国から導入
するのが最も賢明なやり方だが、米国も
英国もアラブ諸国の反応に怯えて応じよ
うとしなかった。次がフランスである。
イスラエルは密かにフランスに接近し、
エジプト侵攻直前にフランスから核開発
に必要な支援をもらうという密約を交わ
すことに成功した。
一九五七年イスラエル政府は、南部の
砂漠地帯に原子炉を建設した。あくまで
も「平和的な研究が目的」ということだ
った。
「平和的な研究が目的」に賛同した
米国は原子炉を提供した。これで、核開
発は順調に進むかと考えられたが、翌年、
米国の偵察機がイスラエル南部の砂漠地
帯で想定以上の施設を建設していること
をキャッチ。

偵察 機の情 報は直 ちに ワシン トン に送
られ、米国政府から「貴国は我々が想定し
な い大 規模な 施設を 建設 してい るよ うだ
が、その真意を教えて欲しい」との要求が
出されて、イスラエル政府は驚いた。驚い
たが、イスラエル政府は「当該施設は原子
力開発とは関係がない」と言い逃れた。
何とか言い逃れたが、ケネディ政権にな
ると、「現地を直接査察させて欲しい」と
要求してきた。最大の援助国である米国の
意向に逆らえなかった。イスラエル政府は
仕方なく米国の査察団を受け入れた。しか
し、米国の査察団が案内された場所は核兵
器関連施設ではなく、急遽建設された偽物
施設だったとのことである。
だまされる米国
米国は、北朝鮮にだまされたように、当
時 のイ スラエ ルにも だま されて いた ので
ある。ＣＩＡは 1967
年、ジョンソン大
統領に「イスラエルの核開発は相当進展し
ており、数か月以内に核爆弾が製造できる
段階に達している」と報告書を提出した。
ジョ ンソン 大統領 は、 ケネデ ィ同 様に
「核拡散」の危険性を強く認識し、強く圧
力をかけたが、イスラエルは、「確かに核
開発を進めているが、中東地域において最
初の核兵器使用は行わない」と主張して開
発を継続した。「自国の安全は自国にしか
守れない」という基本理念を守りとおした
のである。この部分は、我が国が最も学ば
なくてはいけない部分である。
ニクソン政権誕生が転機
イスラエル政府は、様々な手段を使って
米国の要求をしのいできた。ところが米国
政府の要求は、ニクソン政権の出現（一九
六九年一月）によって大きく転換した。ニ
クソン政権は、「アラブ社会に浸透する社
会 主義 の防波 堤とし ての イスラ エル を高
く評価する」として、査察を取りやめて、

ＮＰＴへの加盟要求も取り下げた。
以上、イスラエルの核武装は米国との
駆け引きにより達成された。「無抵抗のま
ま ガ ス室 に送 られ るこ とは 二 度と ご免
だ」という思いと、自国の安全が何より
も優先されるという意識があったればこ
そ達成できたのだ。
我が国でも「無防備のまま原爆投下を
許すことは二度とあってはならない」と
いう意識を喚起することが出来れば、後
は米国との交渉となる。国益と国益のぶ
つかり合いだが、基本は「自国の安全は
自国しか守れない」ということである。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
この産経の記事、「それがどうした。」
尖閣がどこの領土か、何を今さら。しか
し、仮に毛沢東や周恩来が「尖閣は日本
のもの」と書いた一筆が出てきても、
「そ
れは寝ぼけていて書いたので真意ではな
い。」などとと平気で言う国。１つ１つ
論理で説明しても「わかりました」とい
う国ではない。実力行使あるのみで、実
力行使がなければいかなる「文」が出て
きても、なんの意味もなさない。それが
中国だ。
Ｍ情報 増木重夫

-----------------------------------【政治】 明の上奏文に「尖閣は琉球」と
明記 中国主張の根拠崩れる :
H24-7-17サンケイ
尖閣諸島（沖縄県石垣市）のひとつ、
大正島について、中国・明から１５６１
年に琉球王朝（沖縄）へ派遣された使節、
郭汝霖（かく・じょりん）が皇帝に提出
した上奏文に「琉球」と明記されていた
ことが、石井望・長崎純心大准教授（漢
文学）の調査で分かった。中国は尖閣諸
島を「明代から中国の領土で台湾の付属
島嶼（とうしょ）だった」と主張してい
るが、根拠が大きく崩れることになる。
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定されています。
実質的に北朝鮮政府の対日本工作機関と
なっている朝鮮総連に「人権宣言」をうた
う自治体の関与は許されることではありま
せん。特に川西市は、川西明峰高校卒業し
川西市から神戸の大学へ通うときに拉致さ
祉協議会 兵庫県芸術文化協会 兵庫 れた特定失踪者、秋田美輪さんがおられま
盲導犬協会 神戸新聞社 サンテレビ す。私の高校の後輩であります。
ジョン そのだライオンズクラブ 兵 「人権擁護都市宣言」を堂々とされている
庫ひまわり信用組合 他
川西市が、拉致問題という重大な人権問題
---------------------------------- に関与する朝鮮総連に支援することは、
川西市長殿
拉致被害者はもとより、拉致被害者さんの
ご家族、ご友人、拉致問題に心を痛める人
北朝鮮 金剛山歌劇団の後援は人権侵
間
に
対
し
て
の
重
大
な
人
権侵害であります。
害です 。
金剛歌劇団は、
年に「在日朝鮮中央
1955
芸術団」の名称で創設され、 1974
年に現
在の「金剛山歌劇団」に改称されました。
実行委員会の所在地と朝鮮総連北海道本
部の住所は同じであり、在日本朝鮮人総連
合会傘下として巨額の献金を集める広告塔
の役割を果たし、歌劇団の膨大な収益は朝
鮮総連の重要な資金源になっていると指摘
されています。また、朝鮮総連の元財政局
幹部は著書で、バブル期には全国から在日
企業家を公演に招待して、会場で何千万円
もの献金を募ったこともあり、１回の公演
で億円単位の金が集まったことや、大半が
朝鮮総連や朝鮮学校の運営費に回されたこ
とを記しています。
元朝鮮総連関係者も「芸術という看板が
ある上、在日企業にとって広告費として税
務処理ができるメリットがあり、朝鮮総連
への献金に歌劇団の広告が使われるように
なった。以前はこの何倍もの広告費を取り、
地方公演では、運営費を除いた残りの 割
8
が朝鮮総連中央本部に、 割
2が地方本部に
渡った」と述べています。
前回の講演時には、北朝鮮による拉致事
件やミサイル発射をきっかけに後援をとり
４，５年前に 金剛山歌劇団があち
こちで公演し、それに地方自治体が後
援する。これに、拉致問題という日本
で最も取り組まねばならない北朝鮮に
よる人権侵害、拉致被害者を救うため
に尽力されている方や一般市民が抗議
し、公演はなくなりました。
言うまでもなく、金剛山歌劇団は朝
鮮総連直轄の工作活動集団。
それが１０月２６日、兵庫県立芸術
文化センター（西宮）で復活すると
いうのですが、今のご時世、彼らの活
動をどうして容認できるでしょうか。
今回後援するのは尼崎市、伊丹市、
宝塚市、川西市、そしてそれぞれの教
委。今日本と北朝鮮がどういう関係か
わかっていないのではないでしょうか
朝鮮学校は補助金打ち切り、総連施
設の固定資産税減免は相次いで中止の
判決。
朝鮮総連は、公安調査庁に、破防法
上の「過去に暴力主義的破壊活動を行
い、将来もその恐れのある団体」に指

たちあがれ日本 中 曽 千 鶴 子
金剛山歌劇団冬眠から覚めたモスラ
か？？
もう４，５年前になるだろ。金剛山歌
劇団があちこちで公演し、それに地方自
治体が後援する。それを私たちは必死で
反対し、一旦はおさまった。ところがじ
つは収まったのではなく、冬眠していた
のだ。言うまでもなく、金剛山歌劇団は
朝鮮総連直轄の工作活動集団。それがモ
スラのように今目覚め、次表のとおり、
復活するというのだ。
今のご時世、彼らの活動をどうして容
認できよう。１０月２６日の西宮公演の
場合、後援するのは尼崎市、伊丹市、宝
塚市、川西市、そしてそれぞれの教委。
とりあえず一市民として、上記自治体に
日々新聞でも寄付しようか。多分、今、
日本と北朝鮮がどういう関係かわかって
いないのではないかと思う。朝鮮学校は
補助金打ち切り、総連施設の固定資産税
減免は相次いで中止の判決。気が触れた
としか言いようがない。各位、拡散と徹
底的な抗議をお願いしたい。
救う会大阪 増木
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
私たちの呼びかけに、早速「たちあが
れ日本」の中曽千鶴子女史が立ち上がっ
てくれた。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
下記、後援者にメールしました。尼崎市
伊丹市 宝塚市 川西市 尼崎市教育委
員会 伊丹市教育委員会 宝塚市教育委
員会 川西市教育委員会 兵庫県社会福
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やめる自治体が相次ぎました。とりやめ
た自治体の判断は正しいです。
総連劇団である金剛山歌劇団が
年年 月
2007
9に仙台市民会館での公演
を強行しようとし、それに対し、仙台市
は会館の使用許可を取り消し、公演を中
止にしました。当然とは言え、大英断で
す。梅原克彦市長、素晴らしい方です。
理由は妨害行為などで混乱が予想され
るという主旨だったが、背景には、金剛
山歌劇団の正体を見抜いたうえでの、
『市外追放』でした。梅原市長は、こう
断言しています。
「金剛山歌劇団は営利団体であり、朝鮮
総連の一機関であります。朝鮮総連は、
いうまでもなく現在の北朝鮮の政権政
党である朝鮮労働党の指揮監督下にあ
ります。（略）そして現在、捜査当局
が、総連についていろいろな捜査を行っ
ていますが、特定の拉致の事案について
も、組織的な関与が疑われています」
（ 6
月 11
日記者会見）
今回、急に金剛歌劇団が復活したのは
朝鮮総連本部も競売になり、必死の朝鮮
総連による資金集めであることは明ら
かです。
北朝鮮に政府が制裁をしているのに、
自治体が北朝鮮や朝鮮総連の体制を支
援するとはとんでもないことです。
今後、拉致問題に取り組む日本全国か
らの心ある方の抗議が川西市、川西市教
育委員会にむけてなされるのではない
でしょうか。
そこで質問です。
①後援を取り消していただけますか
②川西市のホームページや広報、チラシ
配布などで、協力しないでください
③後援として何等かの費用の協力を川
西市民の
《次頁 段
2目へ→》
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《→ 前頁末尾より》
税金から支払うのですか？
④チケットなどの窓口をされるのですか
⑤教育委員会後援となっていますが、各幼
稚園、小中学校等に宣伝するのですか
やめて下さい。
以上、後援の取り消しを求め、また質問に
お答えいただきたいと思います。
金剛山歌劇団全国ドサ周り表
月
日
愛知 日本特殊陶業市民会館
7 16
ビレッジホール
北海道札幌教育文化会館
北海道 函館市民会館
群馬 高崎
長野 松本文化会館
長野 上田市民会館
千葉 千葉市民会館
兵庫 阪神地区（西宮）
月
日
9 11
月 日
9
18
月 日
10
4
月 日
10
18
月 19
日
10
月 日
10
21
月 26
日
10

月 26
日 兵庫 阪神地区（西宮）
10
月 29
日 岡山 岡山市
10
月 31
日 奈良 桜井市
10
月 日
滋賀 大津
11
2
月 日
長野 ホクト文化会館
11
5
月 日
福島 郡山
11
8
月 14
日 京都 パルスプラザ稲
11
盛ホール
月 15
日 和歌山 和歌山市
11
月 19
日 福岡 福岡市
11
月 20
日 福岡 北九州ソレイユ
11
ホール
月 日 山口 宇部
11
21
月 22
日 山口 下関 DS
11
月 28
日 茨城 茨城県民文化セ
11
ンター会館（水戸）
月 11
日 東京 町田
12
月 18
日 東京新宿文化センター
12
金剛山歌劇団公演日程

http://www.kot-jp.com/schedule.htm
～～～～～～～～～～～～～～～～～

救う会大阪１０月の街頭署名

日時 １０月２６日（金）
午後５時～７時
会場 兵庫県立芸術文化センター前
歩道上（阪急西宮北口駅南側）

救う会大阪では、毎月第３日曜日、
午後２時より、約１時間半、地下鉄御
堂筋線終点「千里中央」駅、階上で、
北朝鮮に拉致された横田めぐみさん
や、有本恵子さんらの救出を求め、定
例街頭署名を行なっています。
１０月は、定例活動を前記の通り、
変更いたします。金剛山歌劇団の諸君
や観劇に参加の皆様に、拉致問題が解
決されていないことを訴えたいからで
す。

３ケ月先のことですから、状況が変化
する場合がありますので、ご協力いただ
ける場合、必ず直前に電話確認をお願い
いたします。
－ 3710
－ 4815
090
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
私（増木）が最も納得できないことは
野田総理のブルーバッチ。意味がわから
ん。我々一般国民が、拉致救出を政府に
訴えるシンボルがブルーバッチ。訴えを
受ける方がバッチをしてどうする。野田
総理はブルーバッチで誰に何を訴えよう
としているのだろう。

H24-7-15 猛暑にめげず、千里中央で該当署名 救う会大阪
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神戸市 佐野賢治
先ず、最初にお断りしておく。今から 不安を感じていたが、搭乗前に操縦士は
掲載させていただく佐野氏の原稿を７月 空軍上がりの超一流なので安心との説明
始め、ネットで流した。そうすると早速 があった。また客室乗務員もおり、一通
数本電話や返信があった。佐野氏に対す りのサービスを提供された。朝鮮では南
る批判だ。
「こいつは北朝鮮に取り込まれ 男北女と言われており、平均して美人の
た」
「国賊だ！」
「売国奴！」等々。
女性が多かった。
私は、もっと深読みしてくれ。と言っ 着陸後、入国審査場までバスで移動し、
た。もちろん品よく。もし今から、アメ かなり不便さを感じたが、新空港を建設
リカと戦争するなら私は真っ先に英語を 中であり、旧滑走路への着陸であった。
習うだろう。相手国の言葉もわからず戦 入国審査では、訪朝団という事もあって、
争に勝てるわけがない。
検査もなく順調に入国できた。
北朝鮮と仲良くなる。そして中に入り 出迎えの兵士も笑顔で友好的であった。
込む。拉致された日本人を取り返す。そ 宿泊先は竹中工務店が建築した高麗ホテ
れから北に一気にケツをまくる。彼女に ルで、答礼の宴が最高人民会議の洪善玉
するまでは忍の一字と言うわけだ。その 副議長が催して下さった。
ようなことを踏まえて読んでいただきた （市内の様子；インフラ事情）
い。佐野氏は工作活動ができるスーパー
電力事情は思ったほど悪くなく停電が
保守。
Ｍ情報
増木
心配されたが、滞在期間中は一度も無か
～～～～～～～～～～～～～～～～～
った。市内に火力発電所が２箇所あり他
朝 鮮 訪 問 記
にも増設中とのことである。給水事情は
悪くホテル以外の施設では、トイレは水
洗でも水がこなく、バケツに貯めたりし
て手を洗ったりする場合が多かった。
（食料品・料理） スーパーで売られ、
飲食店でもフンダンに用意され、ひもじ
い思いをしている様子は無かった。野
菜・魚・米が主食。その他の食料はスー
パーで豊富に取り揃えられ、我々が見た
範囲では食に困っている民衆はみかけら
れなかった。
肉事情は良くはないようであり焼肉店
へ行ってはみたが牛肉は無く、代用品と
して豚、ダチョウ肉を使用していた。主
に豆腐やコンニャクといった質素な食材
期間 平成 24
年 月
日～ 月
4 27
5 日
5
参加 経済・政治・歴史・友好の４チー
ムによる学者を中心とした総勢５８名
□受け入れ先 朝鮮対外文化連絡協会
（通称：対外協）
□局 長
黄 虎男
（小泉訪朝時の金正日総書記の通訳）
□副局長
孫 哲秀
□通 訳
金 哲（平壌外大教授）
日本とは国交が無い為、北京から高麗
航空で入国（約２時間）。駐機場にはロシ
ア製の最新鋭機が並んでいたが我々はチ
ャーター便で、搭乗した飛行機は旧ソ連
製のツポレフ型でかなり古かった。

を豪華に盛り付けて、見せかけは上手だ。
（住宅事情） 高層 住 宅が 建 ち並 ん でい
る。千里ニュータウンまではいかなくて神
戸の名谷規模。市内のいたる所で、共同住
宅（日本の市営住宅みたいなもの）が建築
中である。一見すると、建築ラッシュでバ
ブルを彷彿させるものであった。
家賃はタダとの事（労働日数で払う）
高層建築物が好みのようで、主たる施設は
大理石がフンダンに使用されており、中世
の宮殿のようだ。正面入り口の目立つ場所
には必ず金父子の銅像、もしくは肖像が掲
げられており、清掃が行き届いていた。
（道路事情） 道路は碁盤の目のように整
備されている。車の量も年々増加している
らしく、多くの交通警官が取り締まりをし
ていた。主に欧州車であり、高級車が多か
った。日本車は制裁もあって殆ど走ってい
ない（但し、バスや重機はあり）
（市民の様子） 市民は小綺麗な服装で、
全員が労働党バッジを付けていた。バッジ
の 種類 が違っ ていた が階 級によ って 違う
みたいである。女性は化粧を施し、お洒落
に着こなし、身なりは清楚に感じられた。
携帯電話も普及し、歩きながらメールを
する若い市民が多く見受けられた。みすぼ
らしいルンペンや乞食・たむろする不良少
年も見受けられず、道徳観念はかなり持っ
ているようであった。民族教育をしている
せいらしく、不良はいないとの事である。
板門店へ行く道中は田舎道が続き、両脇の
畑に農作業から帰る人達が見受けられた。
説明によると、労働党幹部を含めた国民の
ほぼ全員が年間の内、２週間程度、従事す
るとの事であった。また農作業へ行く時の
方が遠足気分で楽しいとの感想が聞けた。
（教育施設） 平壌第一中学を訪問した際
は、教頭が出迎えてくれ、授業参観を行っ
た。日本語の授業ではパソコンを使いなが

らの授業であった。
（人民大学学習堂） 国交が無い為、日
本語を学ぶ生徒は激減しているらしい。
変わりにロシア語が盛況であった。日本
の大学と違って、学生は熱心に勉強をし
ていた。
（平壌図書館） コンピュータによって
管理がなされており、書籍の閲覧には便
利である。外国の音楽ＣＤの室もあり、
ここでは日本の歌謡曲が人気であった。
老若男女を問わず、音楽に関しては日本
の曲が圧倒的人気である。
特に演歌や昭和歌謡（尾崎喜代彦・九ち
ゃん・松山千春・小林旭・都はるみ）
（娯楽施設） 遊園地は午前１時まで営
業し、多くの人々が列をなして行儀良く
並んでいた。金正恩大将が、遊園地の植
栽が汚いと激怒した遊園地。
（万景台学生少年公演団） 絵画・バレ
エ・体操・合唱団などの英才教育をして
おり子供の文化レベルは高い比較的高貴
な芸術を教える取り組みで、子供の顔は
素朴で純粋に見えた。
子供の民度は日本より高いように感じ
た５月１日のメーデーには「市民との触
れ合い」が目的で、各所で開催されてい
る運動会を見学し、市民との対話が行わ
れた。自由に平壌市民と対話が出来こち
ら側の学者からの日本についての印象は
国 に 対し ては 経 済制 裁等 で 嫌悪 感は あ
る。日本人個々には同じ亜細亜の民であ
り、友好関係を構築したい。米国の手先
になって敵対行為を行っている。早く対
米盲従を辞めるべき等
殆どの平壌市民から同じ答えが返って
来るのは教育や報道が統一されている為
であろうと思われる。日本より「米国憎
し」の印象を受けた。対外協の説明では、
日朝関係は今までで最悪の時期であり、
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市民感情は悪いとの事その影響で以前は
日本語学科が盛況であったが、現在は激
減し数名のみらしい。
万寿台丘（金主席・総書記の銅像）
主体思想塔・金正淑託児所・平壌産院・
など公共施設の視察があったいずれも豪
華な大理石貼りで、玄関など目立つ場所
には金父子の像、または直筆の書が掲げ
られている。
革命烈士陵
平壌市内を一望できる丘にある、祖国
解放（抗日）の為に殉じた者のお墓（靖
国神社みたいなもの）で綺麗に保たれ、
花が絶えず供えられていた。子供達が手
を 挙 げて 敬礼 して いる のが 印 象に 残っ
た。国家教育は行き届いている。日本も
見習うべき
朝鮮映画撮影所
京都の太秦映画村みたいなところ。日
本統治時代の満州を再現している
大同江ビール工場
朝鮮最大の酒造工場。生ビールもある。
味は欧米のライトビールのように、コク
はないが飲みやすい。
国境・板門店・有事の備え
朝鮮到着時は南朝鮮との緊張が高まっ
ていた為、板門店での兵士は戦闘用軍装
であった。決意を南側へ知らしめる為ら
しい。何重にも検問が張られ、護衛の為？
小銃を携帯した兵士が我々のバスに乗り
込んできた。米国から休戦を引き出した
という事を宣伝するのが目的であるよう
に思えた
地下鉄
米国の核攻撃にも耐えられるよう大深
度（自称３００ｍ）に施設され、万一の
場 合 は充 分に 避難 でき そう に 感じ られ
た。地下鉄車内では軍歌調の歌が流れ、
違和感を感じた。構内は戦前の御堂筋線

のようであり、昭和時代のように懐かし
かった。かなり深かったので実際、核攻
撃があってもかなりの人数を収容できた
う え に 耐 えら れ そ うな 雰 囲 気で は あっ
た。有事に関する国民の意識は、しっか
りしている
国交樹立への朝鮮の主張
米国追従の経済制裁を辞めるべき日本
の経済制裁で朝鮮のダメージは無く、む
しろ日本が経済面で損をしている平壌宣
言を遵守し国交樹立へむけた取り組みを
すべき（過去の清算・謝罪、補償）
拉致問題について
解決済みであり日本は平壌宣言を遵守
すべき。一時帰国者を戻すべきである横
田めぐみさんに関しては、発表が全てで
あり、関係者は処罰した。金総書記が認
めて謝罪するという事は、凄い事である
遺骨鑑定について他の機関の結果も発表
すべき（３ヶ所で検証）
※植民地、慰安婦について質したところ、
厳しく反論された。
「拉致」を言うのであ
れば侵略した日本も謝罪せよ。植民地（併
合）戦時売春婦（慰安婦）
・徴用（強制連
行８００万人）
補償問題
南朝鮮と同等額の経済援助など、在日
朝鮮人への弾圧を辞めろ（主に在特会）
在日遺骨返還問題
対外協 黄局長の個人的意見
小泉訪朝時の金正日の通訳。国交正常
化されれば、駐日本大使の筆頭候補とさ
れる昔は日本局は花形であり、現在はこ
のような状況になって寂しい。同じアジ
アの民族なので、早く米国から脱却をし、
友好関係を構築しよう。
日本と朝鮮の認識や意見が違うのは当
たり前である。考えが同じであれば、国
が成り立たない。

我々は天皇を否定していない。金日成が唱 朝鮮側は複雑な顔で黙りこんでいた。日
えた愛国・愛族・愛民は、日本の保守と相 本人側に気を遣ってしまい、言いたい事
通ずるものがあるはずである。次回は右派 が 言 え ず 議 論 が 出 来 な く な っ て し ま っ
の訪朝団を結成してきてほしい。保守派を た。その後、朝鮮側から 日｢本人は我々の
取り込んで世論を形成させ、国交正常化へ 前では、耳触りの良い事を述べているが、
向けた地ならしの可能性を感じた。
帰国すれば違う事を言う。何が本心か分
一般的な感想
からない と｣言っていた。また「私達は馬
一部、仕込みや演出があったように感じ 鹿ではない、自国の悪口を言う連中が信
るが、全般的には下記の通りである人間は 用できますか？」とも言われた。
南朝鮮より純朴であり、擦れていない、義
相手側（朝鮮）に来て、はっきり意見
理堅い。はっきり物事を主張する。女性は を主張した小生に好感を持ってくれたよ
お淑やかで、質素で恥ずかしがりである。 うであった。それから毎晩、朝鮮側から
子供は子供らしく純朴で、行儀が良い。 お誘いがあり、相対して議論が出来た事
報道は反日的ではあるが、主に米国に対し は成果があったように思えた。朝鮮側は、
てである。現状のままでも東欧や中東から 耳触りの良い言葉よりも真の意見を聞き
の貿易があるので困窮はしていない。愛国 たかったと思う。お弁ちゃら土下座外交
心に満ち溢れ、一旦緩急についての危機意 で南朝鮮との禍根を残した事に学ばなけ
識もしっかりしている。国民は勤勉で、道 ればいけない。しかし国家の主義、思想
徳心がある。手先が器用である。
の良し悪しは別にして、朝鮮には秩序が
補足
あった。日本人が忘れ去ってしまった道
副 議長 へ 保
｢ 守の 一員で す と
｣ 挨 拶の あ 徳心、向上心があった。我々保守が創り
と、若い通訳が目を血走らせて「あなた方 上げようとしている国の姿があった。子
右翼は卑怯です」と怒って文句を言ってき 供の頃、お爺さん、お婆さんから聞かさ
た。どうも在特関係の朝鮮学校襲撃につい れた昔の日本のような感じがした。一番
て怒っているらしいが、客人の我々に、ハ ダメなのは、自国の歴史を正しく理解せ
ッ キリ 物を言 いにく ると は、熱 血漢 であ ず、朝鮮の言うが儘に迎合し、遠慮しす
る。主義思想が違っていても、男として相 ぎて主張が出来ない日本人や国内外に限
通ずる物があった。その後、友情関係が生 らず、偏向的な報道を垂れ流す日本のメ
まれた。帰国してから日本人より綺麗な文 ディアである。しかし、我々保守側が朝
章で書かれた丁寧なお礼の連絡もあった。 鮮と急接近するのも間違った世論を形成
「道徳教育を充実させよう」と言っている する危険もある。基本的には社会主義の
保守層でも不義理な連中が多い。そんな奴 国である事を認識するべきであり、慎重
らより、よっぽど義理堅く誠実であると感 に接するべきである。繰り返しではある
じた。議論中、小生の「植民地＝併合・慰 が、主義思想の相違があれど、今回の訪
安婦＝売春婦・連行＝徴用」の主張に対し、 朝で、友情関係を構築できたと自負する。
訪朝団員側（日本人）から「アンタそんな 今後も朝鮮を訪問したい。拉致問題を含
質 問失礼や 」・「日本 が朝鮮に 迷惑を かけ め、多くの難題があるにせよ、日本人と
た」「歴史知らなさすぎる」等、小生の意 して堂々と意見を述べ、市民レベルから
見を真っ向から否定する場面があったが、 国交正常化に向け尽力したいと思う。

生きる力を育てよう、本当の
幸せって「何？」
H24-7-6 中谷良子

大津の中学生のいじめ自殺事件につい
て、橋下市長が涙ながら訴えたニュース、
私もとても気になりました。 ,
最近、老若男女問わずすぐに死ぬ人が
本当に多い。ここまで追い込まれたこの生
徒さんは本当にお気の毒です。イジメた側
も生徒のシグナルを見抜けなかった教委
も、彼の心を踏みにじって本当に許せませ
ん！しかし、世の中にはもっともっと酷い
イジメを経験している子供たちも探せば
いるはず。なぜこんなにも簡単に「死」と
いう選択をするのでしょうか。
父や母にもらった五体満足の体。母がお
腹を痛めてこの世に「生」を授けてくれた
のが今、生きている私たちです。その「生
命」を自ら絶つということは最高の親不孝
であり、罰が当たる行為です。そして、自
分自身に課せられた修行そのものを放棄
し楽な道に走っていることなのです。
よく「会社が嫌だ」
「自分ほど悩みがあ
る人間は他にはいない」「自分は病を抱え
て生きてるから優しくしろ」などと甘った
れたことを言う人がいますが私にすれば
「どの口が言うのかね？」という感じで
す。人それぞれ悩むことはあるし、悩む
な！と言う方が無茶です。そんな感情の起
伏のないロボットのような人間はいませ
んよね。しかし自分の悩みごとを世界的な

ついでに言っちゃおう、ネットは
幸せに逆行する。
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視野で見たらどうでしょう？ とてもち
っぽけなことだと思いませんか？
病を抱えている人も、自分以上の難病
を抱えている人が世界に存在することは
分かりますよね？ しかし、そんな難病
に侵されている人でも克服しようと愚痴
ひとつこぼさず、懸命に生きようとして
います。現状に甘えて、陰湿な言動を周
りにしたり、行動を起こす人は私は大嫌
い。そんな人は仲間でもないし、お友達
でも要りません。私は量より質！
私は自分で言うのもおかしいですが、
かなり波乱万丈な人生を送ってきまし
た。日本で平和に暮らしている方々には
理解できないような想像を絶するような
出来事もアメリカで経験してきました。
その時は悩んでいる暇なんてなくて、た
だ、日々生き抜くことで精一杯でした。
アメリカは危険区域と比較的安全な区
域がハッキリ分かれているので全土が怖
い国というわけではありません。銃も全
員が所持している訳でもありません。し
かし日本同様、完全に安心とは限りませ
んし、何かあっても誰も助けてくれませ
ん。 Asian
というだけで差別されたこと
もありました。当時は英語も全く話せな
かったし自己主張もしないのでからかわ
れたり、ナメられたり悪質な嫌がらせも
受けました。
私の周りには American Dream
を夢
見てアメリカに渡り、数年後、日本に戻
ってきたお友達などが多々いますが、ほ
とんどの人が日本にいたときよりもはる
かに苦しい過酷な日々を送ってきた人ば
かりです。アメリカで国際結婚をし、子

ども産んだのはいいが、すぐに離婚して
になった子、彼氏が Gang
だっ
Homeless
たため、その彼がヘマをして彼女にまで被
害が及び、拉致されてレイプされ、言葉で
言えないような結果になってしまった子。
その後の消息が途絶えたので気になって
いたら風の噂で、まだアメリカにいて
になっていて仕事ができず、日々、
PTSD
精神が安定せず、 Homeless
のような生活
を強いられているとのこと。裁判では白人
系企業と日系企業や Asian
の訴訟問題に
なるとかなり高い確率で日系企業や
が負けたり、表面上では「差別はな
Asian
い」ように見えますが、いろんなタイプの
アメリカ人と話してみると彼らの本性が
垣間見えることもしばしば（黒人も白人も
全員ではありませんが Asian
を見下して
いる人は見下している）ありました。
その他いろいろと犯罪に巻き込まれる
ケースも多々ありました。
普通の生活をしている私たちに、そんな
彼ら、彼女らの苦労など分かるはずもあり
ませんが、そんな Outlaw
な生活を送って
きた彼女たちでも、今は心を入れ替え必死
で社会のために真面目に仕事をされて頑
張ってくれているんです。
私や友達は当時は自ら進んでそういっ
た世界に入っていたので、自業自得なので
すが（それでも私自身はアメリカでは
的な生活スタイルでした）
Straight Edge
日本に帰ってきて、さまざまなニュースを
見聞きしていると、日本の若年層は何か陰
湿で幼稚で、病んでいる。本当に心が弱く
てちょっとした些細なことでも死にたく
なるような子供たちが増えてきているん
だなぁ・・・と、なんとも情けないやら可
哀想な、複雑な気持ちになりました。
ぶっちゃけとんでもない経験をしてき
ていると、少々のことでは「可哀想」とい

う気持ちは起きません。しかし、日本で
は、児童連続殺傷事件、通り魔事件など
物騒で陰湿な事件が相次いでおり、社会
的モラル、倫理観や道徳的節度がなくな
り、社会的な責任を果たさない大人が増
えているという意味ではこれからの日本
の社会の方が末恐ろしい部分があると思
っています。
私はネットや携帯がもたらしたものに
あまり「メリット」が多いとは考えてい
ません。なぜなら、インターネットや携
帯が普及するにつれ陰湿なイジメも犯罪
も増加の一途を辿っていると思うからで
す。もちろん道具としては便利ですが。
今や猫も杓子も子供から大人までひっ
きりなしに携帯を触っていて、外で友達
と飲むこともなくパソコンの前に張り付
いていたり、その依存度には目を見張る
ものがあります。これだけ依存している
と、そりゃあ彼氏や彼女を作るのも面倒
になってきて当たり前。そんな生活をし
ていたらなんでも言いなりになる二次元
女性とネットで疑似恋愛ができるんです
から生身の女性に興味をもたなくなるの
も当たり前。少子化も当たり前でしょう。
ネットは若年層から生きるうえで私た
ちが若かりし時代に経験してきた友達と
の交流での喜びや楽しみを摘み取って殺
しているように思えてなりません。何で
も便利になって不自由のない生活ができ
ても、果たして今を生きる若者にとって
この時代は「本当の幸せ」と呼べるので
しょうか？
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
貴 女の 文章 を読 んで
West side story.
を思い出した。貴女はシャーク団かジェ
ット団のリーダーが似合うかも。強さは
優しさ。また優しさは強さ。「陰湿」は
本来の日本人ではないと思います。増木

大津市の中学校 年
2生の男子生徒が飛
び降り自殺した問題がいじめによるとの
ことで、連日マスコミで報道されていま
す。そもそも私が講演活動をするきっか
けになったのは、自殺する人がいるのを
憂い、なんとかしたいと思ったからでし
た。私の講演では、「相手の痛みを感じ
られるようになろう。」「相手の気持ち
になって考えよう」と言っています。い
じめをなくすことに力を入れています
が、それだけなら他の方の講演と同じで
す。でも「私を見てください。いろんな
しんどいことを乗り越えてきた私です
が、今元気にしています。皆さんも自分
の命も他人の命も大切にして決して自分
からご先祖様からつながってきた命を途
切れさせてしまうことのないように。生
きていればきっと楽しいこともあるでし
ょう。」と言ってい
す。そんな講演を 10
数年。あちこちで
命の尊さを訴え続けています。しかし、
毎年 万
3人もの方が自分で命を絶ってい
るのが現状です。
自殺する人の苦しみ、悩み、つらさは
はかりしれなく、遺族の方々の悲しみを
思うと痛たまれません。今回は、自殺の
原因に「いじめ」があったのではないか
ということで問題視されています。周り
も認めるような「いじめ」があったにも
かかわらず自殺に至ってしまったのは、
とても残念で、食い止められなかったの
か悔やまれます。去年の 10
月のことなの
に今頃になっていろんなことが明るみに
なって、因果関係やら責任やら裁判やら
傷害事件などといって関係機関が動き出

H24-7-14日本会議和歌山 柳岡克子

いじめに負けるな
～強い子に育てよう～
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平成 24 年 8 月１５日（133-11）

しました。思春期ですから悩むこともあ
るでしょう。むかつくこともあるでしょ
う。そのうっぷんを他人に向けるのはよ
くないことです。昔は、止めに入る子は
格好よかったのですが、最近は、次は自
分がいじめられるのではないかと恐れて
見て見ぬふり
する卑怯な子が増えました。また、イ
ンターネットでの書き込みなど陰湿で表
に現れにくいいじめも出てきました。殴
ったとしても喧嘩の程度を知りません。
加害者と思われる子や家族の写真までイ
ンターネットで流れるのは、個人情報の
保護が言われている時代に由々しきこと
です。パンダが死んで大騒ぎするなら今
こそ、命はリセットできないことを幼い
子に教えるいい機会です。
テレビのコメンテーターが言わないな
ら、批判も覚悟で私が言いましょう。い
じめはなくなりません。原因を見つけて
もなくなりません。もし原因がわかって
も自殺は減りません。自殺を減らす方法
があるとしたら、強い子どもを育てるこ
とです。いじめられても「なにくそ！い
つか見返してやる！」ぐらいの気持ちを
持たせることが大切です。そして周りが
その子の存在を大切にしているというこ
とを伝えることが重要です。皆からかけ
がえのない存在であると思われていると
いうことに本人が気付くと、簡単に死ね
ないと思います。近くにいる家族も「あ
なたが生まれてきてくれてよかった。」
という気持ちを言い続けることが必要で
す。また学校は、道徳教育を充実させ、
生徒一人一人の生きる力を育てるような
教育に力を入れ
てほしいと思います。
私は、障害があっても支援学校（旧養
護学校）ではなく、普通の学校に通って

の愛情とバランスのとれた食事が大切な
いたので、つらいことは山ほどありまし
た。一つ一つ数えていたら命がいくつあっ 由。ことに４歳までの母親の献身的育児
ても足りません。それでも今こうして元気 が大切だと思う。そして９歳までの厳し
に生きているのは死ななかったからです。 いしつけである。
高橋先生に言わせると、テレビを見な
普通学校に行かせてもらえたおかげで、悪
戦苦闘、もまれながらも打たれ強くへこた がら赤ちゃんに授乳させる母親が増えて
れない人間になれた気がします。社会に出 いるんだそうだ。そしてこれではだめで、
たら厳しい現実が待っているのですから、 やはり母親は子供の目を見つめ、語りか
けながらおっぱいを呑ませるのが自然だ
頑張ろうと思って生きてきたことがよか
し、いいんだそうだ。
ったのです。
母親の語りかけ、見つめ、抱きしめな
やんちゃな連中の多かった御坊中学校
では、あちこちでいじめのような事件が多 どが欠如し、且つ離乳後偏った食事を与
発していました。でも、今はどちらも立派 えると脳の発達がいびつになり、自己制
な大人になっています。私は自転車に乗れ 御不全＝すぐきれるとか我慢できないな
ないことが悲しくて死のうと思いました。 ど。の病状！を呈し、非行に走ったり、
でも 18
歳になって車の運転免許を取れる 弱い子をいじめることで自己満足する問
ことがわかったら「車の方が速いしそれま 題児になるんだそうだ。
結論に飛躍するが、育児を労働と見る
での辛抱だ」と思いを変えることができた
のです。体のことで悩んでも体が良くなる 左翼思想は危険である。やはり育児は
わけではないのだから、もう泣くのはやめ 人間を育てる崇高な行為であるとの考え
ようと思ったのです。五体満足の皆さんな かたが必要と考えている。
らいじめなんかに負けないで、これからの ～～～～～～～～～～～～～～～～～～
楽しい将来を夢見て強く生きていってほ 前記、奥中市のコメントを読んで
しいものです。
H24-7-18神戸 本間清史
小生も下記観点では大いに賛同いたし
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
ます。大事なことだと思います。
「いじめに負けるな ～強い子に
男女共同参画・ジェンダー学会などで
育てよう～」を読んで
は、母性神話、三歳児神話と言って、「母
性は本来なく強制的な教育でつくられた
もの」、「三歳まで母親がそばで育てる
必要はない」などと今でも発信している
のです。
東京大学や東京工業大学のホームペー
ジを見ると、男女共同参画推進本部など
が設置されており、「どこの研究室には
育児託児所があります」などのばかげた
記事が載っております。現場の教授の
方々もあれはおかしいと言っている人が
多いのに、国からの要請だからと言って

広島 奥中 正之
H24-7-16
「いじめに負けるな ～強い子に育てよ
う～」を発信されている柳岡克子さんご自
身がハンディーを持たれ そ,れを乗り越え
て来られた方なので、説得力がある。
柳岡さんが言われる「なにくそ！いつか
見返してやる！」という気持ちと言うか考
えかたを持てるのには、健全な脳の発達が
前提になると考える。【←この考え方の
根拠は、明星大学教授・高橋史朗先生のご
研究結果による】
高橋説によれば、健全な脳の発達は、母親

おりました。相当な補助金が国から出て
いるのでしょう。男女共同参画予算は国
防予算に匹敵すると聞いたことがありま
す。それで、いたるところに女性センタ
ーをつくり箱物だけでも相当なお金を使
っております。そこの職員は会議室の管
理だけで、ひまそうにいるだけです（神
戸の場合）。託児所もガラガラ（神戸の
場合）、稼働率を計算して無駄な施設だ
と公開質問をしようかと思ったこともあ
りました。
また、日本化学会や日本応用物理学会
では理系の学会なのに「男女共同参画シ
ンポジウム」が年会ごとに開催されてお
り、そのシンポジウムは異様な雰囲気で
す。小生が「ジェンダーフリーはおかし
い」と質問したら、皆が左翼の目で小生
を見ておりました。論破する寸前座長が
討論中止を宣言しました。日本の教育だ
けだはなく、技術の荒廃もこのばかげた
思想が浸透しているのも一つの理由で
す。あいかわらず、上野千鶴子はいたる
ところで講演会を続けております。
社会への女性進出（会社に就労し、偉く
なる）ばかりが自己実現であると強調し
ている。子供の心は無視している。小生
も学校から帰宅したとき、母親がお帰り
と迎えてくれた嬉しさは今でも心に残っ
ております。子供の育て方以前に、女性
が母性としての子育ては大事な社会の役
割であるとの認識を再確認する必要があ
るのではないでしょうか？そのような政
府をつくらねば、若者の心の荒廃は進む
一方だと思います。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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ちょっと見方を変えて考えてみましょ
う。そもそも「いじめ」は弱いからいじ

「いじめ」私も一言

平成 24 年 7 月１５（132-12）

編 集 後 記

一発で吹っ飛ぶ。迷っていたら追いつか
ない。片っ端から原稿を置く。紙面がも
うグチャグチャ。私のセンスを粉々にく
だいてくれる。
「頭に来るな！」
とカリカリしながらとにかくつくる。
気分転換に、爪でも切るか。いや、カッ
プラーメンが先だ。

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】

大津のいじめ、危機迫る尖閣、復活す
る金剛山歌劇団・・・
をどれにしようか、構想を練り、
TOP
今月はバッチリだ！ と、思いきや、朝
起きたら新しい、しかも大事件が起きて
いる。人がせっかく作った紙面割りなど

活動資金ご協力のお願い

められる。種の保存による必然性がある
訳です。例えば、オットセイのハーレム。
オス１匹にメス山ほど。羨ましいわけで
はないが、大変だろうナ！ オスのオッ
トセイが戦い、勝ったオスだけがメスが
当たる。強い子孫を残すため。負けたオ
スはそのハーレムから追い出される。真
にいじめ。だから、いじめは、人が生物
である以上原則間違っていない。そして
避けられないものなのだ。
大津の自殺の件で「いじめ」、「いじ

め」と大騒ぎするが、私には理解できな
先
ず
は
、
平
素
よ
り
私
ど
も
の
活
動
に
力
強
い
使用申請料等・交通費、通信費
い。なぜ今回の「自殺」が「いじめ」が ご支援を賜り心から御礼申し上げます。こ
資料、ビラ等の制作費・備品購入費
原因なのだろう。オットセイのメスの取
の
レ
ポ
ー
ト
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
私
ど
も
は
○
Ｍ情報が運営を行っている主な団体
り合いじゃあるまいし、「いじめ」程度 子供達に誇りある国を残すため、日々命が
・救う会大阪 ・ＮＯ！ 民主「桜組」
で「自殺」する訳がない。要は「いじめ」
け
で
戦
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
問
題
は
活
動
資
・靖国神社に眠る御霊に感謝する会
の定義の問題だ。「いじめ」はせいぜい、 金。今まで以上にがんばります。何卒資金
・米国に原爆投下謝罪を求める会
「悪口」程度。金銭が動いたり（恐喝）、
の
ご
協
力
を
伏
し
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
・大阪の公教育を考える会
肉体への有形力の行使（暴行）は「いじ ※ この、Ｍ情報機関紙は新聞の形態をと
・スパイ防止法の制定を求める会
め」ではない。刑事事件の範疇なのだ。
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・外国人参政権に反対する会・関西
刑事事件の処理を学校が扱える訳がな
特に「購読料」は設定していません。 ・日教組の違法行為を追及する市民の会
い。すぐに１１０番。
カ
ン
パ
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
・ 竹島を奪還する会・関西
暴行があったら、速やかに武装警官が
・ 改憲祈念の会
学校に入り、刑事事件として処理。この
○
カ
ン
パ
金
の
主
な
使
途
は
下
記
団
体
の
、
前記口座、または同封の郵便振替に
◇
程度のけじめが必要ではないか。
てご協力ください。
・活動の資料等の発送費・道路、公園
現行の学校では「ケンカ」が起きると ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
先生が割ってはいり、「手打ち式」なる
原稿・同封資料の募集について
いい加減なもので解決、いや「解決もど
弊会『Ｍ情報活動報告』は現在のところ までお送りください。また、弊紙は郵メ
き」を行なっているのが主流。ヤクザじ
毎月月始めに全国約５千（目標１万）部 ールで発送しています。重さ制限は５０
ゃあるまいし、一時は収まるものの、こ
発送しております。掲載ご希望の論文、情 ｇです。まだ余裕がございますので、資
のやろうチクリやがって。何も解決しな
報等ございましたらどんどん表記事務所 料等の同封が可能です。ご相談ください。
い。
＃＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃ ＃＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃＃＃ ＃
校長は、組合の言いなりで、「警察は
諸情報のメール配信について
教育現場には入れない」などと、自分に
弊『Ｍ情報』では、日々、全国各地の仲 試しに一度受信してみてください。ご不
解決能力もないくせに馬鹿なことを言っ
間から、または情報収集の専門家から情報 要でしたら即停止いたします。要領は次
ている（一般論）。」
その結果が今回だ。暴行や恐喝を「いじ が送られてきます。それをメールで転送し のアドレスに「メール希望」と空メール
。
め」とすり替えるな。
「いじめ」は本来生 ます。内容はどこよりも詳しく多種多様。 を（発信名義「 NPO法人百人の会」）
「量が多過ぎとお叱りを受けるのですが、 h100prs@oregano.ocn.ne.jp
物として正しい行為なのだ。

