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主催； OAJPP
（オージャップ）
マスキ；「ジャップ」が気に入らね～～
モリタ；細かいことぐちゃぐちゃ言う
な！ で始まった今回の作戦、はっと気
がついたら「百人の会」の名前が共同主
催で載っていた。まっ、いいか。
みなさんもご存知のとおり、全国で一
番最初に市議会として「政府に従軍慰安
婦問題の真摯なる対応」の意見書を出し
たのは兵庫県宝塚市です。だから、宝塚

市には慰安婦の真実を伝える義務がある
わけです。河野談話の撤回も宝塚から発
信する責任があるのです。
というわけで OAJPP
（「オージャップ」
で検索；代表 森田章彦氏）が
「捏造・検証 従軍慰安婦真実のパネル
展 IN
宝塚市（３月８、９日）、同時開催、
前文部科学大臣中山成彬衆議院議員のご
講演、杉田水脈衆議院議員のグレンデー
ル市視察報告会（３月８日）」を行ない
ました。パネル展には数百
名。講演会にも約４００名
の参加者があり、人口２０
万程度の宝塚市ではビック
リ。先生のご公演は「【中
山成彬】講演会 従軍慰安婦
の真実」で検索ください。
ユーチューブにアップして
います。
また、講演 会後の 懇親会
では、天国からタカジンが、
と思うほどそっくりの、読
売 TV
「そこまで言って委員
会」の井関チーフプロヂュ
サーも御参加。（本当にそ
っくりなんです！）
講 演 会 の 最 後 に 森 田 章彦
代表の挨拶
OAJPP
「「オージャップ」って、
何だと思われますよね。こ
左より今倉辰則、大上舞子、池田博義、森垣雅夫

ル的に英語で行こうと決めました。
さて 『未 来 の子 供 たち へ』 とい う
タイ トル をつ けて おり ます 。こ れは
何か と言 うと 、今 我々 が子 ども たち
に対 して 『つ け』 を残 さな い。 未来
の子 供た ちが 平和 で、 みん なと 仲よ
くや って 行け るよ うな 時代 を迎 えれ
るよ うに 、何 か草 の根 運動 をや って
いき たい 。私 は何 かを 責め るた めに
始め たの では あり ませ ん。 未来 の子
供たちが『日本に生まれてよかっ
た。 』諸 外国 の人 も『 日本 って いい
な』と思える街を作っていきたい。」
と語 りま した 。私 （増 木） を仲 間に
入れていただき、感謝！
さて 、ま ず は３ 頁 の署 名に ご協 力
頂き たい 。そ もそ も安 倍さ んと て河
野談 話は 苦々 しく 思っ てい る。 しか
し、 自民 党の 大先 輩の やっ たこ と。
そう 簡単 に「 見直 しし ます 。」 と言
える わけ がな い。 ○○ だか ら見 直し
しま した 。と いう 大義 名分 がい るわ
けだ 。中 山成 彬先 生が 何を した いの
か、先生の胸中をお察ししましょう。
【中山成彬、 3/5FB
より】
「慰安 婦問 題は 身内 の河 野 氏を庇 い 、
国会招致も認めない自民党にはでき
ない相談であり、まして他の野党に
は望み得べくもない事です。私が自
民党を除名され、やっとの思いで維

れは、英語の Objection to 新から当選してきたのはこの為だっ
Anti-Japan Power Party たのかと、ふと思う時があります。
の頭文字です。 Anti-Japan 汚名を着せられた先人の霊達が私を
と い う の は 所 謂 『 反 日 』 思 突き動かしているのかも。」
想、それに
また、松浦芳子杉並区議ら、草莽
Objection反
対 し ま す 。 漢 字 で 書 き ま す 地方議員も署名の集約をされている
と 、 反 ・ 反 日 会 に な っ て し のでご紹介したい。
ま い 、 わ け が わ か ら な い の 【「百人の会」トップ頁、上から
で、夢は大きく、グローバ
位の案内文字から入って！
10cm

パネル展視察の中山成彬前文部科学大臣
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NPO 法人百人の会 救う会大阪
秋田三輪さんを救出する川西市民の会
米国に原爆投下謝罪を求める会
スパイ防止法の制定を求める会
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
大阪の公教育を考える会、他
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「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

そんな計算ができないようでは、とても
左翼陣営に勝てないだろう。
カウンターは街頭のみならず、ネット
内においても全く一緒。

それで、９日だが、カウンター組はパ
は在特の方程式『カウンター＝無法集団』
にしか見えない。そうなると『
＝ ネル展会場に連れ戻され、「反省の間」
OAJPP
に押し込められ反省タイム。案の定左巻
無法集団』になってしまう。
要は、正義さえあれば何をしてもいい きの偵察隊はパネル展会場に現れた。会
のか。ということになってしまうのだ。 場にカウンター組がいたら、真に
＝森田章彦＝森田氏の会社＝
もしこの時私がそこにいたら、やはり、 『 OAJPP
駅へカウン ターに行 くのは 止めたと思 う。 在特＝無法集団』になってしまう。森田
だから、森田代表のお怒りは実にごも 氏は宝塚でレンタル会社を経営し地位も
っともなのだ。私は特に意識しているわ 名誉もある。街にそれだけの貢献もして
けではないが、無意識のうちに『カウン きた。その全てが一瞬に吹っ飛んでしま
ター＝無法集団』と感じていたのだろう。 う。若手組はどこまで考えてやったのか
我々保守軍団は、こと『正義』に関し は知らないが、責任取れるのか、数十人
てはだれにも負けない自負がある。もち の社員を養えるのか。
また、今回は地域ミニコミ紙『テクテ
ろん私もそうだ。ところが、『正義』の
表現も、一つ間違うと『ヤカラ』にしか ク』（８万部）にはがきほどの告知記事
見えない。これが現実であることに疎い。 を掲載し、カラーのチラシも１万枚程ポ
そうなると「そもそも運動とは何。」 スティングした。森田氏は笑っているが
というところに行き着く。カウンターの その経費は数十万円だろう。今回会場に
プラスとマイナス。マイナスは今お話し 来た人は入場無料で数百人。でも、これ
したように、『輩』『差別主義者』のレ らの媒体を見た人はその数十倍はいるだ
ッテルを貼られ、貼られてしまったら最 ろう。これが運動だ。
カウンターは「労力と効果」を考えて
後、そう簡単には消得ない。「愛国から
だ。」「差別はしてない。」といくら叫 決して利口な方法ではない。まして、人
んでも後の祭り。じゃあプラスは何か。 間一番大事な「品格」にまで傷がつく。
はっきり言 って自己 満足だ けではない か。 純粋さは肯定するが、それだけではダメ
カウンターや、ヘイトスピーチで何かが だ。まして、一つ間違うと刑事や民事事
変わったか。自己満足で満足しているよ 件に発展するリスクもある。「カウンタ
うでは「幼稚」と言わざるを得ない。も ー＝行動」でもないし、「カウンターの
っと結果を考えるべきであり、結果に責 激しさ＝愛国心の度合い」でもない。
我々の運動の成果としてハッキリ言え
任を持つべきだ。プラスマイナスを計算
し、結果、プラスが多いならそれも結構。 るのは、サヨクをいかに我が陣営に引き
しかしマイナスなら、多少のプラスがあ 入れるのか。カウンターなどやっていた
っても絶対やるべきではない。多少のプ ら、ますます彼らは引いていき、我が陣
ラスなど『正義だ！』と叫ぶ言い訳にも 営には自己満足だけが残ることになるだ
ならない。まして自己満足なら論外だ。 けだ。理論でいくら買っても「それが何、

カウンターを考える・一般の人たちはどう見るか
― OAJPP
森田章彦代表の対応 百人の会事務局長 増木重夫

さて 、本 題に 入ろ う。 前 頁の 要領 でパ
ネル展が 行わ れた。 パネ ル展二日 目、 昼
頃よりパ ネル 展会場 の最 寄りの駅 、阪 急
逆瀬川駅 で、 左巻き 軍団 が「原発 反対 」
のビラま きを 始めた 。そ の情報を キャ ッ
チしたわ が陣 営の若 手軍 団数名が 駅に 飛
んで行き 、左 巻きを 追い 出し「河 野談 話
見直し」 の署 名を始 めた のだ。少 々の 小
競り合いもあったような。
要は左巻きに対しカウンター攻撃をか
けたわけだ。そして左巻きを追い出すと
いう大成功をおさめた。
ところが、森田代表はカンカン。私も
森田代表ほどではないが、いかがなもの
かと思った。「お前も昔やっていたじゃ
ないか。」と言われると反論しにくいが。
しかし、あえて反論すると、昔はカウン
ターをしても双方のんびりしたものでヘ
イトスピーチなど縁遠いものだった。
ところが最近のカウンターはヘイトス
ピーチは言うに及ばず、罵声のあびせっ
こ。一つ間違うと暴力団の抗争並み。い
つからかわからないが下品の極みになっ
てしまった。
『カウンター＝ヘイトスピーチ＝在特＝
無法集団』という方程式が出来上がって
しまったのだ。それが事実であろうがな
かろうが、マスコミをはじめ一般の人は
このような見方をすることは否定できな
いだろう。
我が陣営の若手軍団は自分たちに正義
があると信念を持っている。私もその通
りで彼らの正義は信じる。しかし、正義
がどこにあるかという話と、一般の人か
らどう見えるかは別問題。一般の人から
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それがどうしたの」
さらに言うなら、「服装」。一般の人
からどう見えるか服装は最も大事要素だ
と思う。ジャケットにネクタイが一番い
いのだろうが、せめてポロシャツ程度は。
シ
T ャツはダメ。襟がない。
年配諸兄の７割が合格と言ったら合格
だ。
しばしば日本会議の批判をよく耳にす
る。「彼らは行動しない。」と。彼らは
街宣等に来ないのではない。物騒な匂い
がするから来ないだけで、根性がないわ
けでも愛国心がないわけでもない。物騒
な空気と一線を引きたいだけで、そんな
こと当たり前だ。デモや街宣が始まった
１２～３年前は、日本会議のおじいちゃ
ん達もデモ や凱旋に よく参 加されてい た。
彼らを批判する前に物騒な匂いを払拭す
る方が先ではないか。
昔はヘイトスピーチなどという言葉は
なかった。この言葉、イメージや概念を
定着させられてしまった。在特の責任は
重い。また、定着させた左翼は賢い。
よく、「私は在特の会員になった覚え
はない。」と聞く。在特は、本来固有名
詞。ところが最近はデモや街宣をする人
の総称、普通名詞になってしまったよう
な気がす。極めて迷惑この上ないが、こ
れも現実だ。
街宣、デモ等の演説、シュプレヒコー
ルの言葉使いは細心の注意を払わないと
いけない。今まで許された言葉でも、今
はゆる浅れない。一般の人は『街宣、デ
モ＝無報酬団』と思っている。粛々と活
動を行い、一般の人の信頼を得るまでは
『忍』の一字だろう。「信頼してくれる
人もいる。」「頑張って欲しい」という
人もいる。この程度では合格と言えない。
耐えよう！

平成 2６年３月 20 日（1５２-3）
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「慰安婦問題」に関する河野談話の見直しを求める署名
内閣総理大臣
氏

安倍晋三殿
名

住所（都道府県から記入）

１

この署名用紙は、お手数でも右端を切り、下記、『ＭＡＳＵＫＩ情報デスク』までご郵送、
または FAX でご送付下さい。

２

必要枚数コピーしてください。

３

この署名は『ＭＡＳＵＫＩ情報デスク』で集約し、衆議院議員中山成彬事務所を通じ、
内閣に提出されます。

４

一次締切

３月末日
ＭＡＳＵＫＩ情報デスク
代表 増 木 直 美
大阪府豊中市上新田 2-6-25-113
ＴＥＬ ０90-3621-1509

ＦＡＸ
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京都北山細野の神主 中 村 重 行
H26-2-23

子供にとって自分を理解してくれる人
師範学校制度の復活を
年
月
日
が親以外に居ると言うことは大感激であ
2014
02
23
義務教育の徹底強化によって日本の教
り、大安心なのです。今では１学級の生
育は立て直すことが出来ると考えます。 徒の数が多すぎるだの、３０人学級や３
昔の学校の先生は師範学校と言う先生専 ５人学級にしろと先生達はおっしゃって
門の養成学 校卒業生 が多く 居られまし た。 いますが当時は１学級５０人以上が普通
後の学芸大学や教育大学と名を変えて今 でした、そのうえ中学校の時には１学年
も存続していますが。
何と１２組もありました。それよりも驚
今はどこの大学の学部でも教職課程を くことには補導を担当されている先生は
とれば先生になる資格はとることが出来 ほぼ全校生徒を把握されていました。そ
ます。だから、学生達は立派な先生にな れでも子供の一人一人の個性を把握して
ることを目指して教職課程をとっている 教育されていたのです。今もそのような
のではありません。
立派な先生は居られるし、目指す先生も
単なる労働の報酬を得るために教職者 居られるでしょう。 一時流行った「デ
になるのです、始めから先生と言う聖職 モ、シカ先生」（懐かしい言葉ですが）
を目指して学んだ人ではありません。特 では無くて聖職者としての先生の養成を
に、義務教育期間の先生はその子の一生 世の親たちは国に要請すべきです。それ
に大きく影響する重大な役割があるので には単に大学を出て知識の切り売りをす
す。
るのではなく立派な子供を育てると言う
人生の始めの部分で反日的な日教組や 使命感を持った先生を養成する「師範学
カルト教団大学の出身者に我が子を託す 校」の復活を検討して欲しいと思います。
と言うことは現実を知れば親として耐え
「出藍の誉れ」と言う言葉こそ教える
られないことです。
者の誇 り と し て 欲 し い 。
特に小学校の場合は担任の先生の影響
能力ある弟子の梯子を外したり、弟子
は大きなもがあります。私にとって小学 の業績を自分の手柄にする大学教授の見
校と中学校の最終学年の担任に良い意味 苦しさを見聞きるにつけ、初等教育者の
で人生を変えられました。小学校の久保 聖職者としての地位を確立することの大
先生、中学校の芦川先生のおかげでその 切さを感じるのです。
後の私の人生が形成されたと思って感謝
しています。
なぜ多くの若者が大学に進学して
何が違うか？簡単なことです。お二人 青春を浪費するのか？
の先生方は子供の個性を見抜き、理解し
年 02
月 22
日
2014
てくださいました。
神道では人は神のミタマを頂いてこの
世に生まれて来ます。そして、一生を終
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えればミタマは神の元へ戻ります。前世
今、２０歳から４０歳代の子育て真っ
も来世もありません、今生（コンジョウ 最中の親達は子供たちがこれからの日本
ーこの世に生きている間、この世）が総 で、世界で、生き抜ける教育をしてやっ
てなのです。だから、人は一生を大切に て欲しいと思います。総ての子供たちが
生き抜かねばなりません。それが神さま 大学を出て大企業に就職したり、国家公
の御意思なのです。人の命は限られてい 務員になれるわけでもありませんし、こ
ます。人それぞれに歩む道も違います。 の道がこの子のために最適な道ではない
戦後、大学さえ出れば楽な生活が出来る ことは本人と親が一番判断出来るのです
と錯覚してしまい大学に進学するように から。義務教育は中学校で終わっている
なりました。大卒という看板が効果があ のです。中学校まで学んだら大人の仲間
ったのでしょうか？ 戦前でも「大学は に入れて実業の道に進める資格が着いた
でたけれど」という嘆き節はありました。 と判断しているのです。そのための義務
親の見栄、本人の見栄、肩書きの好き 教育期間なのです。大人としての資格を
な日本人になってしまったのです。肩書 得たのです。昔は１５歳で元服式を迎え
きで飯が食えたのは昔の話で、今や大卒 たのです。この歳に大人の仲間入りをし
も非正規社員やパートタイマーになるし たのです。
か仕事がないのでしょう。この現象は大
武士の子は戦いの場に出る歳になった
卒者の質が落ちたことを意味しているの のです。だから、子供の頃から人生に正
です。専門知識も会社の将来を託せるよ 面から取り組んだのです。身も心も大人
うな能力を身につけずに卒業して来た大 だったのです。今の子供も１５歳で成人
卒者が多いことを意味しています。
になっているのです。それを２０歳まで
人間として、日本人として神さまから 成人になるのを延ばしたばかりに幼児還
のミタマを もらって 生まれ て来たもの は、 りしてしまって成人式では暴れるぐらい
自分の人生に責任を持って進まなければ の事しか出 来なくな ってし まったので す。
なりません。しかし、現状は本人も親も、
一番学ばなければならない時期、一番
将来を他人の手にゆだねているのです。 身体を鍛えなければならない時期を「ユ
一流大学にさえ入れば、一流企業に入れ トリ教育」などというバカ学者のホザク
て、人生は安泰だと言うはかない神話に ことを真に受けて進めて来た文科省や日
騙されて。
教組の怠慢を今改めなければ日本人は腑
昔から、自分の能力以上に出世した奴 抜けたままになってしまいます。
は居ません。一時は羽振りが良かっても、
義務教育期間を有効に、知識を学び、
能力以上のポジションや報酬を得ても、 身体を鍛えることに専念しなければ、府
人生の途中で挫折してしまうものも、晩 抜けた若者を軍隊に入れて鍛え直さなけ
節を汚してしまう者も沢山居ることも大 ればというバカな発言をする大人がまた
人は経験していることなのです。なぜ、 出て来ます。（本来はそんな発言をする
親や祖父母はそのことを子供たちに教え 奴を鍛え直したら良いのですが、税金の
ないのでしょうか？ 団塊の世代以後の 無駄か！）府抜けた大人を無理に鍛えれ
親達は完全にその辺りの判断力を失って ば、どうなるか？ぐらいは考えなくても
います。
判ることでしょう？

Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）

のように親が賄賂を贈って我が子を腑抜
けのままにしてもらうのが結論です。
勉強が好きな子には進学して勉強をさせ
ば良いし、能力のある子供には国が金を
出してでも勉強出来る環境を用意してや
れば良いのです。手先の器用な子供や商
売に関心の有る子には専門学校で技術を
習得出来る道に進ませてやることが大切
です。現場ではたらいて地道に経験を積
みたい子にはそのような道に進ませてや
れば良いことです。
子供にも自分の進む道を１５歳までに
決定させてやれば良いのです。途中で意
思が変わってもまだこの歳なら変えるこ
と可能なのです。悔いない人生は自分の
意志を達成することです。親が子供の人
生を勝手に決めつけることは控えるべき
だと私は思うのですが。
成人になったら子供に自分の意志で決
定させる（巣立ちさせる）のが動物とし
ての親の勤めではないでしょうか？ 巣
立ち出来ない子供のことを人間社会では
ニートと言うのですか？ 巣立ちさせる
ことが出来ないのは動物の親としては失
格ではないでしょうか。

年 02
月 21
日
2014
結婚相手を決める時にはその母親を見
て決めろと良く言われますが、私は少し
疑問を持っています（私の苦い経験か
ら？）。父親が何から何まで決めつける
ような家庭では娘は父親の影響をモロに
受けて育ちますから、子供にも亭主にも
自分の父親と同じ態度で臨みます。母性
の欠如した攻撃的な母親を最近は見受け
られます。こんな母親に育てられたら男
の子はイジケルか、グレルか、しかあり

子供は母親に育てられる

平成 2６年 3 月 20 日（1５2-５）

ません。女の子は母親と同じように攻撃 なるのは確かです。結婚して、子供を作 のにわが 国の 子供た ちに 通り一遍 の道 徳
的な女になります。近頃男言葉（それも ったら、自分の生活は犠牲にしても子育 教育を増 やし ても効 果が あるのか ？ だ
下品な）で大声でしゃべる女の子を良く てに専念することは、動物でもやってい ます奴よ りだ まされ る方 が悪いと 言う よ
見受けるでしょう。 テレビでも時々元 るのです。親の役目は生んだ子供を自立 うな価値 観し か無い 輩が 隣の国か ら反 日
女プロレスの何とか言うのが品のない男 させることだけなのです。動物の世界で 的マスゴ ミや 日教組 を使 って日夜 攻撃 を
言葉でガナッていますが、（コマーシャ も子供を育 てるのは 母親の 役目なので す。 仕掛けて いる わが国 の学 校でどれ だけ や
ルまでも出て）あんなのです。食事中な そのために、女性として生まれて来たの れるか？ 税 金の無 駄使 いになる のと 違
どに見たら食っているものが不味くなっ です。昔から日本の女性は一家の中心だ いますか ？ 戦後日 本の 道徳心の 低下 は
てしまいます。 全く最近は日本人まで ったのです。だから力があったのです。 家庭から 信仰 心が奪 われ たことが 原因 と
が観光地で大声でガナル品性下劣な支那 丈夫だし、長生きだし、男はかなわなか 思います 。神 仏を信 ずる こと無し に道 徳
人や朝鮮人のレベルまで落ちてしまいま ったのです。昔から女性が虐げられてい 教育をし ても 、絵に 描い た餅、受 験勉 強
した。きっと、支那や朝鮮では昔から母 たとか、戦後は女性の地位の向上とか、 のようなものだ。
親の地位が低いのでしょうね。
ジェンダフリーとか言い出してからです 「神さまが見ておられるよ」と言う言葉
戦後、高学歴が就職に有利と言うこと よ、女性の地位が下がり出したのは。平 が子供たちの心に植え付けなくてはいく
と、経済的に皆が豊かになり大学に行く 和、平和とお題目を唱えるだけでは支那 ら道徳教育を学校でやっても、表面的に
ことがアタリマエのようになり、駅弁大 や朝鮮に好 き放題に されて いるでしょ う。 は良い子ができても、真の道徳教育は出
学（懐かしい言葉です）が乱立して大学 家庭の安泰があって、地域の安泰があり、 来ないと確信します。まして、道徳心を
にすすむものが圧倒的になりました。そ 地域の安泰が、日本の安泰に、日本の安 持ち合わせていない日教組に牛耳られて
の割には、戦後「教養」という言葉が無 泰が、世界の平和に繋がるのです。
いるわが国の教育界では。
視され、品のカケラもない先生方を輩出
戦後、団塊の世代は誤った教育を受け、
人間にとって最初に必要なことは信仰
して来ました。大学を出ても受けた教育 子供たちを誤って育てました。（家庭で 心です、神仏を敬い恐れる心を持たない
が「教養」まで高まっていないのですね。 の教育を放棄して、学校や塾に丸投げし でしつけや道徳教育など出来るはずがあ
高校の受験レベルの知識で停まってしま ました。）今の子供たちの親です。
りません。信仰心を持たない人間のモロ
っているのです。最高学府で学ぶだけの
親達は子供たちと一緒にもう一度正し サが現実に現代社会に出ています。
教養が会得されていないのです。私は戦 い勉強をしてください。特に母親は、今
日本最大のカルト集団（政党？）が経
後の教育の失敗は家庭で教育がなされな ならまだ間に合いますから。今母親が手 営する学校の卒業生が日本の中枢に深く
かった結果だと思います。躾や道徳、日 抜きしたなら日本の国は抜き差しならな 浸透して来ていることでも証明出来るで
本人としてのしきたりが教えられるのは いところまで落ち込んでしまいます。
しょう。信じ敬う対象を持つ者の強みを、
家庭教育しかないのです。学校で先生の
日本の国を取り戻せるのは政治家でも 例えその教えが反日的であり間違ってい
言うことを聴かない子供が増えているの 学者先生でもないのです。総ては母親の ても信じて疑わない強さがあるのです。
は、学校に行くまでの親の教育がなされ 子育てにかかっているのです。
日本にも宗教教団の経営する学校は沢山
なかったせいなのですから。
（と言って男として逃げているわけでは あります、どれだけの学校が本当の信仰
ろくに家庭教育をやれなかった親が学 ありません、本当のことですから）
まで教えているのでしょう？疑問です。
校教育のせ いにする ことは 本末転倒で す。
信仰心は学校では身に付きません、家庭
（日教組と言う癌のせいもありますが） 政 府 は道 徳 教育 に力を 入 れる と言 での雰囲気で子供に伝えなければなりま
我が家の末永い繁栄を望むのなら母親 ってるが？
せん、親や祖父母が無神論者を自慢する
が母性豊かに子供を育てなければなりま
年 02
月 14
日
ようでは道徳的な子供は育ちません。
2014
せん。母親が真剣に子供を育てるように
世の 中、 道徳 心の カケ ラ も無 い支 那人 文部省も道徳教育は学校でするものだと
なればニートや登校拒否やイジメも無く や朝鮮人 の攻 撃を政 府が 反撃を出 来な い 勘違いしているのではありませんか？

5

公開質問状
呉市議会議員 岡崎源太朗
年 02
月 28
日
H26

広島市に対して公開質問状を提出しま
した。広島平和公園で原爆の説明をする
語り部の中には、「日本が悪かったから
アメリカに原爆を落とされた」と、説明
する人がいます。
日本が戦争をやめたいとソ連に相談
したところ、アメリカは慌てて原爆を落
としました。それもウラニウム型とプル
トニウム型の２発を落としました。脅す
だけなら、一発で十分です。明らかに科
学実験と共産主義者に見せつけるのが目
的です。
語り部を正すために公開質問状を提
出しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
被爆体験伝承者養成研修講座について
松井一費広島市長殿
平成 26
年 2
月 25
日
“平和 市"民の会
主宰菅英滋
私、菅英滋は、「被爆体験伝承者養成研
修講座」を受講しています。
私は、受講を重ねるうちに幾つかの素朴
な疑間を抱くようになりました。
その疑間は、私個人の個別的なものに留
まらず、広島市民、広島市の平和行政全
般に関わる
ことだとの思いに至り、ここに公開質問
状とさせて頂きます。
Ⅰ 平成 24
年の募集に「被爆者の被爆
体験や平和への思いを次世代に確実に伝
えるため、被爆体験証言者の被爆体験等

Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
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平成 2６年 3 月 20 日（1５2-6）

Ⅲ 平和 市"民の会は、開かれた市民によ
る平和活動を標榜し、世界恒久平和を実
現するために、「歴史から学ぶために歴
を受け継ぎ、それを伝える被爆体験伝承 史を学ばう 」!と、近・現代史の検証を広
者の養成を行う」とあります。
島市民に広く呼び掛けています。
① 被爆体験証言者の中には、「平和への 広島市は、米国の原爆開発から広島投下
思い」を「特定のイデオロギー」に置き までの経緯を小冊子にまとめ、広島市民
換え、「そのイデオロギー」と抱き合わ に配布する計画はあるのでしようか ?
せで被爆体験を語る方がいます。
以上、宜しくお願い申し上げます。
その場合、その受講者は、そのイデオロ
埼玉県議会文教委、朝霞高台湾修
ギーまで伝承しなくてはいけないのでし
学旅行を問題視 指導徹底を決議
ょうか ?
埼玉新聞 12
月 18
日 水( )
②「イデオロギー」と言えば、大東亜戦
争の意義を根本から見直し、あの時代の
県
議
会の文教委員会（田村琢実委員長）
日本の立場を偏りなく認識し、改めてあ は
日、県立朝霞高校の修学旅行に問
17
の時点における原爆投下の不当性リト人 題があったとして「県立高校の社会科教
道性を訴え、核兵器の廃絶を目指す立場 育の指導徹底を求める決議」を賛成多 数
もあり ま す 。
で可決した。県教育委員会と県教育局に
いずれにせよ「イデオロギー」は、「平 対し指導と改善を求める内容で、審議の
和への思い」とは異質で、似て非なるも 過程では修学旅行に参加した全生徒の感
のです 。
想文提出を要求しており、一部の委員 が
「イデオロギー」の内容云々以前に、そ 「政治的圧力になりかねない」と異議を
れを持ち込むこと自体が、「主催が広島 唱えたほか、共産党県議団が抗議した。
市で、対象が一般市民の当該講座」の趣
決議案は自民の石井平夫委員が提出。
旨にそぐわないと思うのですが、如何で 委員長を除く委員
人のうち自民 人
10
5、
しよう か ?
刷新と無所属の各 人
1 が賛成し、民主、
Ⅱ 修についてですが、被爆の実相、話 公明、無所属の各 人が反対した。
1
法技術だけでなく、個別指導の際、市の
県高校教育指導課などによると、朝霞
職員は、受講者の伝承内容にまで踏み込 高校は昨年
月 日から 泊 日
12
5
3
4 の日
んで指 導 を し て い ま す 。
程
で
台
湾で修学旅行を実施。 年
2 生約
① 指導は、何に依拠してなされているの
人が参加し、金の鉱山や博物館など
320
でしょ う か ?
を見学したほか、太平洋戦争の空襲で父
それとも平和推進課被爆体験継承担当課 親を亡くしたという游顕徳さん（男性）
の自由裁量に任せているのでしようか ? から当時の話を聞いた。生徒は修学旅行
② 広島市には、当該講座を含む平和行政 後、感想文を書いた。
全般に関わる指導要綱があるのですか ?
日から開催された文教委では、自民
16
また、それは開示して頂けるのでしよう の白土幸仁委員や刷新の鈴木正人委員ら
か
が朝霞高校の修学旅行に関し、生徒への
事前学習や「修学旅行のしおり」、現 地
?

学習を問題視。「事前学習で歴史的事実
に疑念がある DVD
を見せたり、しおり
には歴史的事実と相反する未確定やねつ
造の記述がある」などと指摘し、現地 で
も「反日思想を思わせる男性の話を聞か
せ、しょく罪意識を植え付けた」などと
した。
文教委は、修学旅行に参加した全生徒
の感想文の提出を要求。それに対し、県
教育局は各クラス代表 人
8 の感想文をパ
ソコンで打ち直した上、氏名が分からな
い状態で委員に提出した。白土委員は「原
本でないと疑念が生じる」とし、「恣意
（しい）的に選択することも可能」と全
生徒の感想文の提出を求めた。自民の 田
中千裕委員も「現実に生徒たちがどのよ
うな影響を受けたのかが知りたい」と意
見を述べた。県教育局は「学年便りとし
て掲載するため、作文として良くまと ま
っているものを集めた」と答えた。
全生徒の 感想文を 求めた ことについ て、
公明の藤林富美雄委員は「（政治が）教
育内容の細部まで関わることは学校や教
員、子どもの自立性などをそぐ。 8
人 分
で十分に判断できる」と疑問を呈した。
無所属の醍醐清委員は「朝霞高校が事前
学習などを見直すとしており、あえて決
議する必要はない」と異議を唱えた。
関根郁夫県教育長は決議が採択された
ことについて「いろいろな立場の意見を
子どもたちに示し、多面的・多角的に考
える力を育てなければいけない」とし、
修学旅行の在り方を検討することについ
ては「そこまで考えていない」と述べた。

共産党県議団（柳下礼子団長）は 17
日、「委員が感想文の内容まで踏み込ん
で審議したことは生徒の内心の自由を侵
すもので、断じて容認できない」とする
抗議の談話を発表、決議の撤回を求めた。

Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）
平成 2６年 3 月 20 日（1５2-7）

「いじめ・不登校・自殺を防ぐ『予 や、重大な被害が生じる恐れがあるとき
は、直ちに警察署に通報するとし、警察
防教育』の重要性について」
名古屋市会議員 地方分権改革会 宇
の介入を強化していることから、児童・
佐美汝久愛
生徒が加害者になることを未然に防ぐた
H25-11-28
めの積極的なケアも行なっていかなけれ
◎ 以下、未定稿につき、引用、コピー
ばなりません。今までは、いわば治療的
等は固くお断りします。正式な議事録は
な対処に躍起になっており、付け焼刃的
３月１３日現在、未だ出ておりません。
な教育に終始することが多く、真の解決
遅い！ 正式には近日中にはアップされ
には至っていませんでした。本来、学校
るであろう、名古屋市議会の議事録より
教育が目指すところは、いつでもどこで
複写ください。
も、いじめを起こさない子どもの特性を
------------------------------------ 育成することです。また、あらゆる子ど
本年 月
6に国会で成立した「いじめ防止
もが心身の問題を抱える可能性があるこ
対策推進法」が 月
9に施行され、いじめ防
とを前提とした考えによるユニバーサル
止対策が各学校で取り組まれることにな
予防と w)い
囘世卜・繊△垢戮討了劼
｢ Υ
りました。
匹發鯊仂櫃法・梢佑箸隆悗錣衒・鯢畸覆・
本市においては、本年 月
7に発生しました
蘓箸砲弔韻気擦襪海箸僚斗彑④・・靴討
中学生の転落死事案に鑑み、すべての市
い泙后・・ w)
こうした中、心の基盤づく
立小・中・高等学校の児童・生徒を対象
りのための『予防教育』と呼ばれる教育
に、「学校生活アンケート」を実施し、
プログラムが、今、注目を集めており、
必要とされる学校にスクールカウンセラ
早速、他都市の先進事例を視察させて頂
ーを緊急に追加配置することとし、 11
月
きました。徳島県教育委員会では、鳴門
日付の中日新聞記事では、来年度、教
16
教育大学と連携し『予防教育プログラム』
員と同等の権限を持つ常勤のスクールカ
の導入が進められています。導入後、子
ウンセラー（仮称）『子ども応援委員』
ども達が喜々として授業に参加し、目標
を中学校に置く方針を固めたとありまし
に沿って成長していく姿が明らかになっ
た。
ています。予防教育は、国内ではまだな
「いじめではなく遊びだった」これは
じみが薄いのですが、米国などでは盛ん
大津市の男子生徒自殺問題で関わった加
な考え方で、フィンランドでは、既に
害生徒 人
3の裁判での発言です。いじめは、
％の学校で実施され、いじめが減るな
90
仲間内でのじゃれ合いや「プロレスごっ
どの一定の効果を出しています。この鳴
こ」、あだ名等から深刻ないじめに発展
門教育大学の予防教育プログラムの開発
するケースが後を絶ちませんが、この法
と普及は、エビデンスに基づき、世界中
律の着目すべき点は、すでに起きている
の予防教育との連携も十分にされた画期
いじめだけではなく、「いじめを予防す
的な『予防教育プログラム』で、「いの
る」という視点に大きなポイントが置か
ちと友情の学校予防教育」と呼ばれてい
れていることです。また、早期発見の処
ます。この予防教育が最終的に目指して
置として、更なる相談体制の充実の必要
いることは、自律性と対人関係の育成で、
性を謳っていること。そして、いじめが
いじめも、不登校も、自殺も、この自律
犯罪行為として取り扱われるべきケース

性と対人関係性が備われば避けることが 教育」の重要性について
できる問題であることから、『予防教育』 （１）「予防教育」の重要性についての
の重要性が おわかり 頂ける かと存じま す。 認識
そこで、教育長にお尋ね致します。本 ・子どもの心や体に深刻な被害をもたら
市においても、いじめ防止対策に本腰で すいじめをはじめとする予防教育につい
取り組んでいく上で、いじめ・不登校・ ては、次代を担う子どもの健やかな成長
自殺を防ぐための『予防教育』の重要性 を目指す教育委員会とって、取り組むべ
についての（１）ご認識、並びに、本市 き重要課題と考えています。
における今後の「予防教育」への（２） そのために、いじめ防止等の啓発や相
取組みについて、お聞かせください。
談・指導体制の整備など、これまでの対
最後に、徳島県教育委員会では、全国初 策に加え、今後は、いじめ等を生まない
の取組みとして、児童・生徒のたまり場 対策として予防教育の充実を図る必要が
になりやすいコンビニエンスストアと連 あると認識しています。
携をして、いじめとみられる行為を見つ （２）本市における今後の「予防教育」
けた場合に、教育委員会や学校に通報し への取り組み
てもらう（３）協定を締結し、放課後に ・ 現在、教育委員会では、小学校・中
教員が見回りを行なう際は、各店舗に立 学校における「いじめ防止教育プログラ
ち寄って情報交換を行なう等、いじめ防 ム」を作成しているところです。このプ
止の体制をより充実させています。コン ログラムは、議員ご提案のプログラムと
ビニの各店舗には、 24
時間いじめ相談ダ 同様に、「自信の育成」や「ソーシャル
イヤル等の連絡先が書かれた『いじめ防 スキルの育成」などを行うもので、いじ
止の啓発ポスター』が掲示されています。 め防止に加え、不登校や自殺予防にもつ
（ポスターを見せる）
ながりうるものと考えています。
これが、そのポスターです。
このプログラムの作成後は、各学校
「ストップいじめ。いじめは、犯罪です！ において、いじめ予防等の取り組みを推
いじめを見つけたら、身近な大人の人に 進していき たいと考 えてい るところで す。
伝えて下さい。」
（３）コンビニエンスストアをはじめと
「つながっています 心と心 人と人
する事業者との連携
ひとりで悩まずに相談して下さい」と書 ・ コンビニエンスストア等の事業者と
かれています。
の連携につきましては、国においても、
ぜひとも、本市においても、コンビニエ いじめ防止対策推進法や「いじめ防止等
ンスストアや量販店等のご協力を頂き、 のための基本方針」において、社会全体
地域ぐるみでいじめ防止に取り組むべき で児童生徒を見守る観点から学校関係者
だと考えますが、教育長のご見解をお聞 と地域、家庭との連携を求めております。
かせください。
こうした趣旨を踏まえ、今後、様々な機
以上で、第一回目の質問を終わらせて 会を捉え、コンビニエンスストアをはじ
頂きます。
めとする事業者との連携について協力を
～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 求めてまいりたいと考えております。
１ いじめ・不登校・自殺を防ぐ「予防
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皇位継承の伝統は男系主義なのか女系 関係を重視する場合が多かったと言われ
容認かという論争が激烈であるため、皇 るが、ヨーロッパではアリストテレスが
位継承を安定させるべき皇室典範改正が 主張した「精液（生命力）が月経血を素
停滞している。男系・女系論争が泥沼化 材として胚を作りそこに霊魂が入って人
したのは、明治維新の過程で血統に関す 間になる」という説が西暦紀元前から有
る常識が激変したことを誰も把握してい 力であった。それは新生命を発生させる
ないため、男系継承の正体を中途半端に のは男だという趣旨であって、父子間の
しか説明できないことが主たる原因であ 血縁関係を重視していたのである。
だ。したがって、その常識激変過程を把
古代イスラエルの最後の拠点であった
握して論争するようになれば、男系・女 マサダの丘は、西暦七十三年にローマ軍
系論争は整 理縮小さ れてい くはずであ る。 によって攻め滅ぼされたが、その古戦場
そのことを順次論証したい。
が一九六三年に発掘調査されたとき、遺
跡から出土した多くの土器片には、所有
１、血統に関する常識
者の名と共に所有者の父との関係や、所
現代の我が国では「子供は父母双方の 有者が妻である場合は夫との関係が刻銘
血統を継承する」という知識が常識とし されていた（「マサダ」イガエル・ヤデ
て定着している。しかしこの知識は十九 ィン著 山本書店）。それゆえ、それら
世紀に精密な顕微鏡が出現し、卵子と精 の土器片は、一世紀頃の古代イスラエル
子が合体して妊娠すること、そして子供 の社会が父子間の血縁関係を重視する社
は父母双方から各々二十三個づつ同数の 会であったことを証明している。
染色体を合計四十六個継承することが科
ところが十七世紀には、鳥の卵が孵化
学的に解明されて、血統は父子間も母子 する過程を観察して「人間の新生命も卵
間も共に繋がっていることが判明したこ 子から発生する」と主張する者が現れ始
とによって、初めて獲得できたのであろ めた。新生命を発生させる主役が男から
う。
女に変わり始めたのである。そして十九
したがって、それ以前にこの知識を保 世紀になって、卵子と精子が合体して妊
有していたのは全知全能の神だけであっ 娠することが解明された。
て、人類は世界中の誰もこのことを知ら
他方、シナにおいては古代から「生命
なかったはずである。なぜなら、精密な （気）は父から（娘ではなく）息子たち
顕微鏡を使 わなけれ ば知り 得ないこと を、 に伝わっていく」と考えてきたらしい
精密な顕微鏡が出現する前に生身の人間 （「月刊誌正論 二〇〇四年七月号」高
が知り得るはずはないからである。
森明勅 産経新聞社）。この思想が男系
それゆえ、古代には父子間の血縁関係 男子だけの男系継承文化を形成したので
が分かりにくかったため、母子間の血縁 あろう。

Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告

8
平成 2６年 3 月 20 日（1５2-8）

そのほか開発途上国の中には、今でも 述べておられるが、その制度も同じ常識
畑に小さい穴を掘り、その穴を相手に若 に基づいていたのだろう。
い男が性交の真似をして豊作を祈願する しかし、母が胎児に栄養を与えているこ
所があるらしいが、それは新生命を発生 とは誰の目にも明らかであるため、韓国
させる精液の神秘的な力に対する畏敬の 民法が、父方は八親等内血族、母方は四
念が今も根強く生き続けている、という 親等内血族を親族と定めたように、母子
ことであろう。
間には父子間よりも細い血統が繋がって
それに対して我が国の場合は、十九世 いると考え た時期が あった かもしれな い。
紀に発見された「卵子と精子が合体して
妊娠する」という新しい知識が明治維新 ２、皇位を父子間（男系）で継承
の激動過程 で欧米か ら流入 してきたの で、 幕末以前は「血統の繋がりは父子間だ
それ以前は、西川勢津子先生によると「赤 け」ということが常識となっていたので、
ちゃんは精子の中にいて女性の子宮の中 皇位継承についても、先人たちは「天皇
で育つ」と思われていた時代が長く続き の精子（皇胤）を父子間で継承した者が
「腹は借り物」などといわれていた（「お 即位するのが正統な皇位継承だ」と確信
産の智恵」西川勢津子著 講談社）。そ し、永年に亘り万難を排して皇胤の父子
れゆえ新生命を発生させるのは男であっ 間（男系）継承を護り通してきた。そし
て、女はその新生命を胎内で育てるだけ て皇胤の本体は男女どちらも半分づつ含
だということになるので、血統は父子間 まれるので、「皇胤を父子間（男系）継
で繋がっているだけで母子間では繋がっ 承して生まれた者は、男女どちらであっ
ていないことになる。
ても皇位継承資格を取得する」と信じら
時代小説などの中で「殿様の御落胤」 れていた。その点では男女同権だから、
という言葉が出てくるが、それは殿様の 皇胤の父子間（男系）継承における女の
精子が女の胎内で育って生まれてくると 地位とシナの男系継承における女の地位
いう意味であって、卵子の重要な役割に との間には大差があった。即ち、皇胤の
は気付いていないから、血統は殿様と御 父子間（男系）継承とは、男子だけで継
落胤（精子）との間で繋がっているだけ 承するという意味ではない。
だということになる。
しかし、女は新生命を発生させる精子を
大化元年の男女の法が「良民の男女の間 創ることができず男が創った精子を胎内
に生まれた子はその父に付ける」と定め で育てるだけだとされていたので、女の
たのは、「血統の繋がりは父子間だけ」 血統は次の世代に続かず尻切れトンボに
という当時の常識に基づいており、古代 なると信じられていた。そのため、女帝
から父系社会の秩序を形成してきた「姓」 は自分の子に血統を母子間継承して皇位
の制度も同じ常識に基づいていたはずで 継承資格を取得させることはできないこ
ある。また東京大学名誉教授である我妻 とになるので、女帝の次にその女帝の子
栄先生は、（「親族法」有斐閣）の中で が即位しても必ず傍系の血統に移ること
「父権的家族集団の下では、父方の血族 が女帝即位の前から確実に予見できた。
との関係だけを認める制度もあった」と ところが我が国では祖先を敬い生命の連
続を尊重することが伝統文化となってい

るため、直系で皇位を継承することを優 権 と
｣規定するのかが論争の対象になっ
先してきたので（現在の皇室典範も直系 た。親権には父権も母権も含まれるので、
継承を優先）、次は必ず傍系の血統に移 血統は父子間で繋がっているだけだと信
ることが予見できる女帝の即位は常に後 じていた論者は「父権」と規定するよう
回しにされ、中継ぎ役を必要とするよう 主張したの対し、五箇条の御誓文の趣旨
な場合だけ即位したのであろう。その結 を体して知識を世界に求め、欧米から父
果、女帝は八人（十代）しか即位できな 母系（双方系）血族主義の知識を吸収し
かったのである。しかし、血統を継承す た論者は「親権」と規定するよう主張し
る側面で中継ぎ役的であることは、天皇 たらしい。結局は後者の主張どおり「親
としての功 績の大小 とは別 問題であっ て、 権」と規定されて現在に至っている。
女帝が偉大な功績を残す場合もあった。
４、旧い常識の絶滅による混乱
３、血統に関する常識の激変
明治維新の大規模な制度改革によって
ところが、幕末から明治維新にかけて 血統に関する常識が激変してから百年以
「文明開化」という掛け声と共に欧米思 上経ったので、今では「父は血族である
想が怒涛の如く我が国に流れ込こんでき が、母は血族ではない」と信じている者
たが、その流れに乗って「血統は父子間 は殆ど見当たらない。血統に関する新し
だけではなく母子間でも繋がっている」 い常識の普及に反比例して旧い常識は絶
という新しい知識も全国に普及していっ 滅種と化したのであろう。そのため、現
た。そのため新しい知識に基づく制度改 在、皇位継承問題を議論している者の中
革が精力的に遂行された。
で、血統に関する常識が明治維新によっ
「血統の繋がりは子間だけ」という旧 て激変したことを踏まえ、新旧二種類の
い常識に基づいて古代から父系社会の秩 常識を使い分けて議論している論者は、
序を形成してきた「姓」の制度は、もは 私の知る限りでは一人もいない。それは
や時代遅れ だとして 明治四 年に廃止さ れ、 女系容認派も男系派も同じである。
それと入れ替わって明治二十三年に公布
しかし、皇位継承は二千年前から血統
された民法人事編及び明治三十一年に施 に関する旧い常識に基づいて護り続けら
行された民法親族編は、「血統は父子間・ れてきたのであるから、皇位継承の伝統
母子間双方とも繋がったいる」という父 を理解するためには、旧い常識を基準と
母系（双方系）血族主義の新しい知識を して推論しなければ的確に理解できない
大幅に採用し、父方も母方も共に同じく はずである。にも拘わらず、現状は明治
六親等内の血族を親族と定めた。それは、 維新以後に生まれた新しい常識だけに基
日本国民の家族秩序を根本的に変革する づいて神話時代から続いてきた伝統文化
壮大な立法事業であった。
を説明する論者が多いので、的外れや説
それゆえ、従来の常識を劇的に変える民 明不足の諸説が入り乱れている。
法典の編纂過程では、新旧の思想対立は
そこで、諸説のうち女系容認派につい
激烈だった。その論争の中で血統に関連 ては私が看過し得ない高森明勅先生と田
のある一例を挙げると、親が子を養育監 中卓博士の論説を取り上げ、男系派につ
護する権利を「親権」と規定するのか 父
｢
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いては全般的に私が不満を感じているこ
しかし世襲制である皇位の継承資格を
とを記述する。
取得する原因は、ただひとつ血統継承と
ア、高森明勅先生の論説
いう生物学的事実、即ち自然血縁だけで
拓殖大学客 員教授で ある高 森明勅先生 は、 あって、父系血族集団の肩書である「姓」
養老令の継嗣令第十三「凡そ皇の兄弟皇 を帯びるか否かという人為的又は事務処
子を皆親王と為よ。女帝の子も亦同じ」 理的な事実によって皇位継承資格取得の
という規定について「女帝の子は男系に 可否が定まることはあり得ないから、養
よらず女系によって親王とする規定だ」 老令が皇婿を限定した理由として、「皇
と解釈しておられる（「月刊誌正論２０ 子が姓を帯びることを防止するため」と
０５年８月号」産経新聞社）。即ち 養老 解釈するのは明らかに的外れである。に
｢
令は皇位の女系継承を容認していた と
も拘わらずこんな的外れの解釈に陥るの
｣
主張しておられる。
は、千三百年前の旧い常識に基づいて制
しかしこの規定は、既に皇位継承資格 定された養老令の規定を、明治維新以後
を保有している皇親の中で親王身分を与 に生まれた「母子間でも血統が繋がって
えられる者 の範囲を 定めた 規定であっ て、 いる」という新しい常識に従って「養老
新たに皇位継承資格を取得させる規定で 令は皇位の女系継承を容認していた」と
はない。皇位継承資格取得原因は血統継 解釈したため、無理に辻褄を合わせたか
承という生物学的事実だけである。した らであろう。それゆえ、この規定の意味
がって、親王身分を与えられる者の中に は養老令制定当時の常識に基づいて解釈
女帝の子も含まれるという意味だけしか すべきである。養老令制定当時（千三百
ない規定を盾にとって「皇位の女系継承 年前）は、血統の繋がりは父子間だけと
を容認する規定だ」と断定するのは、明 信じられていたので、女帝は自分の子に
らかに論理の飛躍であり根拠薄弱な誇大 母の血統を母子間継承させて皇位継承資
宣伝である。
格を取得させることはできない、とされ
それでも高森先生の誇大宣伝に従って ていた。それゆえ、女帝の皇婿を四世王
「養老令は皇位の女系継承を容認してい 以上の皇親に限定することにより、その
た」と仮定すると、女帝の子は母と血統 皇婿の血統を女帝の子に父子間（男系）
が繋がっていることを根拠として皇位継 継承させて、女帝の子に皇位継承資格を
承資格を取得するのだから、父は誰でも 取得させたのであろう（その結果的現象
よいはずである。ところが養老令は女帝 として女帝の皇婿は無姓者だけになる）。
の子の父となるべき女帝の皇婿を四世王 そうすれば皇位継承資格保有者という側
以上の皇親に限定したのであるが、この 面では女帝の子は男帝の子と同じことに
ように限定した理由として高森先生は
なるので、女帝の子にも親王身分を与え
女
るため、「女帝の子も亦同じ」と規定し
｢帝が臣下の有姓者と結婚するとその
皇子は姓を帯びることになって皇統は断 たのであろう。
絶したと考えられるほかないから女帝の
したがって、養老令が女帝の皇婿を四
配偶者は皇族（親王・諸王）に限られる ｣ 世王以上の皇親に限定した理由は、臣下
と述べておられる（前記 正論 ）。
の有姓者排除ではなく、皇位継承資格を
｢
｣
保有する皇婿の血統を女帝の子に父子間
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（男系）継承させて、皇胤の父子間（男 統は繋がっている」という新しい知識を
系）継承を厳守するためであった。それ 教えてもらったら、すぐに維新政府の関
ゆえ、「女帝の子も亦同じ」という規定 係者が「男系・女系」と騒ぎ始め、女系
は、女帝の子を女系ではなく男系によっ の天皇にも即位して頂ける可能性を検討
て親王とする規定であるから、養老令は し始めたが、神話時代から始まった皇位
皇位の女系継承を容認してはいないので 継承に西洋思想を持ち込むのは畏れ多い
ある。
と感じたのか、皇胤継承の重要性を強調
イ、田中卓博士の論説
した井上毅法制局長官の主張に従って、
皇學館大學名誉教授である田中卓博士 皇胤の父子間（男系）継承を従来どおり
も高森先生 とは説明 のしか たは異なる が、 護り続けることになった。但し女帝の即
やはり「養老令は皇位の女系継承を容認 位はそれ以後は認めないことになった。
していた」と解釈する間違いを犯してお しかし田中卓博士は、血統に関する常識
られるようである（「月刊誌諸君 平成 が明治維新によって激変し、新旧二種類
１８年３月号」文芸春秋社）。
の常識が混在することになった経緯を理
また田中卓博士は「皇統に関して男系と 解できず、新しい常識だけが古代から現
か女系とか言い出したのは、西洋の学問 代まで一貫して変わることなく存続して
を摂取した明治以後のことで、管見では きたと錯覚しておられるようである。そ
それ以前に議論の対象になったことはな のため、田中卓博士は新しい常識だけに
かったように思う」と述べ、さらに「父 基づいて「男系から女系に移ってもまた
母で一家をなすというのが日本古来の考 男系に戻れる」という酔っ払い運転のよ
え方だから、それを男系と言っても女系 うな迷走解釈を堅持しておられる。
と言っても差し支えなく」と述べておら ウ、男系派の混迷
れるが（前記「諸君」）、その趣旨は「皇 男系派の中にも血統に関する旧い常識に
位の男系継承を厳守する伝統文化は存在 基づくことなく、新しい常識だけに依存
しなかった」という意味であろう。しか して解説している論者が多い。そのため、
し、そのような田中卓博士の解釈は的外 これまで皇位が父子間（男系）で継承さ
れであって、幕末以前は総ての人が「血 れてきた事実の客観的側面については、
統の繋がりは父子間だけ」と信じていた 天皇歴代系図を示すなどの方法で「皇位
ので、当時は血統継承と男系継承とは同 の男系継承は、父方ばかり辿ると神武天
じ意味であった。それゆえ「母子間でも 皇に到達する」と詳細に説明されている
血統が繋がっている」と考える者は全然 が、先人たちがなぜ皇位の父子間（男系）
おらず、血統を男系と女系とに分けて考 継承を護り抜くために尽力し続けてきた
える者は誰もいなかったから、幕末以前 のか、という主観的側面、即ち先人たち
に「男系・女系」という言葉が生まれる の心の説明は全然ない。
ことはあり得なかったが、それでも先人
これでは仏の姿や形だけ説明して魂の
たちは万難を排して皇位の父子間（男系） 説明をしないのに等しい片手落ちである
継承を完全に護り抜いたのである。
から、こんな説明では父子間（男系）継
ところが、明治維新の激動過程で欧米 承の正体を総て明らかにしたとは言えな
から「父子間だけではなく母子間でも血 い。したがって、「皇位の男系継承は我
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が国の伝統文化である」と怒鳴るだけで、
その伝統文化が何故千五百年以上も完全
に護り続けられたのかを説明しなかった
ら、中途半端で説得力は弱いから、結局
は怒鳴り声の大きさで女系容認派と対決
することになる。そのため、女系容認派
の一部から「男系継承とは単なるフィク
ションである」と酷評されても、的確に
反論できない状態であり、男系・女系論
争は神学論争のような底なし沼に陥って
いる。
しかしそうなった主たる原因は、男系
派が血統に関する旧い常識に基づいて父
子間（男系）継承の主観的側面即ち先人
たちの心を説明しようと努力しないこと
である。それゆえ男系派は血統に関する
常識の激変過程を理解したうえで女系容
認派と論争すべきである。
男系派が無視している血統に関する旧い
常識とは「血統の繋がりは父子間だけ」
ということであった。先人たちがそう信
じていたからこそ、神話時代の状況は不
明確だとしても、その後千五百年以上の
永きに亘って、ただ一途に皇胤の父子間
（男系）継承を完全に護り抜いたのであ
る。
皇位継承の伝統を初めて法制化した養
老令は、男帝のために側室制度を設け、
多くの女性の協力を得て皇胤を確実に後
世に伝えることにより、皇胤の父子間（男
系）継承を永続させようと企図しておき
ながら、他方で女帝のためには後継者確
保に尽力するのではなく、逆に女帝の皇
婿を四世王以上の皇親に限定してその皇
婿の血統を女帝の子に父子間（男系）継
承させようと企図したのであるが、それ
らはいずれも「血統の繋がりは父子間だ
け」と信じていたからである。

八人の女帝の即位も総て父子間（男系）
継承の原則どおりであって、一人も例外
はない。これも先人たちが「血統の繋が
りは父子間だけ」と信じ切っていたこと
が前提となっている。
逆にもし先人たちが「血統の繋がりは
父子間だけ」と信じていなかったとした
ら、千五百年以上も皇胤の父子間（男系）
継承を護り続けるはずはないから、父子
間（男系）継承の伝統から外れた天皇は
一人や二人に止まらずもっとたくさん即
位されていたに違いない。にも拘らず、
伝統から外れた天皇が一人も見当たらな
いということは、先人たちが「血統の繋
がりは父子間だけ」と信じきっていたが
故に、皇胤の父子間（男系）継承を完全
に護り抜いたことを裏付けている。
したがって、男系派は父子間（男系）
継承の源流を探し求めて神話時代まで遡
上し、天照大神は女であるとかないとか
大騒ぎしなくても、わずか百年余り前に
発生した血統に関する常識の激変過程を
把握したら、先人たちが父子間（男系）
継承を護り抜くため、何故千五百年以上
も壮大な努力を累積させてきたのか、と
いう父子間（男系）継承の主観的側面、
即ち先人たちの心を明確に説明できるは
ずである。そうなれば、底なし沼の男系・
女系論争は終息に向かうだろう。

５、常識と科学的事実との不一致
以上のような先人たちの血統に関する
常識は、科学的に解明された事実と一致
しない場合もある。伝統文化の中には科
学的事実と食い違うものがいくらでもあ
り得るのであって、「血統の繋がりは父
子間だけ」という先人たちの常識は、「子
供の血統は父母双方と繋がっている」と
いう十九世紀に解明されて現代の日本国

民の常識になっている科学的事実と食い
違っている。この違いを男系派も女系容
認派も把握していないため、千五百年以
上の永きに亘って先人たちが皇胤の父子
間（男系）継承を懸命に護り抜いた壮大
な努力を正確に理解することができず、
議論をいたずらに泥沼化させているので
ある。
即ち、皇位の父子間（男系）継承とシ
ナの男系男子絶対の男系継承とは似て非
なるものであるのに、前者を後者の猿真
似であるかの如く卑下する自虐史観に埋
没したり、八人の女帝の即位は男系継承
の伝統から外れていると誤解して、「女
系継承も含まれていた」と強調したり、
さらに「男系継承とは単なるフイクショ
ンである」と酷評して、先人たちの壮大
な努力を冷酷に踏みにじる無礼者も出現
している。また「養老令は皇位の女系継
承を容認していた」という的外れの解釈
が生まれるのも、両者の違いを把握して
いないからである。
それに反し、二十世紀後半になって解
明されたＹ染色体上の遺伝子が、他の四
十五個の染色体上の遺伝子と違って、父
から男児にだけ継承されるという科学的
事実は、「皇位は皇統に属する男系の男
子が継承する」と定めた現在の皇室典範
の規定とぴったり一致している。そして
四十五個の染色体上の遺伝子は世代更新
する度に盛んに組み替えていくので、十
世代も世代更新すると多くの遺伝子は入
れ替わるのに対し、Ｙ染色体上の遺伝子
は殆ど組み替えをしないため、何十世代
も世代更新しても同じ遺伝子が永続的に
継承されていくことが科学的に解明され
たので、Ｙ染色体論は皇統の永続性を顕
示する「万世一系の皇統」という看板を
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護るための生物学的理論武装に役立つだ
ろう。
それでも、幕末以前の伝統を尊重して、
男系の女帝も即位できるように法改正さ
れると、皇位とＹ染色体上の遺伝子とは
離別する事態が生じ得るが、その場合は
遺伝子の継承は途切れるのではなく、男
系の女帝の在任中は他の男子皇族によっ
て継承し続けられ、後日男帝が即位され
た時にまた皇位と再会するのである。八
人の女帝が即位された時もそうなってい
たはずであるから、男系の女帝が即位さ
れてもＹ染色体上の遺伝子の継承が途切
れる惧 れ は な い 。
ところが、田中卓博士は前記「諸君」
の中で「Ｙ染色体が男性だけに受け継が
れるなどということは、極く最近の生物
学の発見で、古来の日本の歴史や伝統と
は何の関係もない」とぼろくそに批判し
ておられる。しかし、生物学の発見は最
近であっても、Ｙ染色体上の遺伝子は人
類誕生当初から何百万年も継承されてき
たのだから、全人類の歴史や伝統文化の
形成に決定的な影響を与え続けてきたの
である。そして皇位継承の絶対条件であ
る血統継承は間違いなく生物学的事実で
あり、その生物学が母子間でも血統が繋
がっている事実を十九世紀に解明したこ
とに基づいて、田中卓博士が信じておら
れる女系継承容認説が生まれてきたので
ある。にも拘わらず、田中卓博士が自説
の成立根拠は生物学の発見であるという
ことを理解できず、短絡的錯覚を堅持し
て迷走しておられることは前述したとお
りであ る 。
遺伝子の研究は二十世紀後半から活発
になり、新しい発見が次々と発表されて
いるので（Ｙ染色体上の遺伝子もその中
のひとつ）、やがて血統に関する現在の

常識に激震を与えるような遺伝子理論が あの世で激怒し、そして嘆き悲しむだろ
現れるかも知れないから、皇位継承の絶 う。科学的事実と合致しない伝統文化は
対条件である血統の意味を正確に理解す いくらでもあるのだから、祖先を敬うと
るためには 生物学の 知識は 不可欠であ る。 いう我が国の伝統精神を大切にするので
とにかく、Ｙ染色体上の遺伝子は血統の あれば、血統に関する旧い常識に基づい
永続性を確 保する決 定的要 素であるか ら、 て、皇位の父子間（男系）継承を千五百
皇位継承とは深い関係があるのに、田中 年以上の永きに亘って完全に護りきった
卓博士がＹ染色体論をぼろくそに軽蔑し 先人たちの思いや熱意・執念・怨念など
ておられるのは、学者が執るべき態度と 先人たちの心を、今後も護り続けるべき
は思えない。
である。そのためには側室制度復活は無
理だとしても、旧宮家の復活や旧皇族男
子との養子縁組などの方法により、皇胤
の父子間（男系）継承を護り通さなけれ
ばならない。そして女帝の即位を復活さ
せるのであれば、皇胤の父子間（男系）
継承を厳守する特別のルール作りが必要
になる。また、皇位の父子間（男系）継
承には世界無比の無形文化遺産的な側面
も含まれている、という国際的な意味も
重視すべきである。
しかし、皇位の父子間（男系）継承を
護り通すため、最大限努力しても、それ
を護りきれない時期がいつか到来するか
も知れないが、その時期がくればその時
代の関係者が女系継承も含めて解決策を
考えたらよいのであって、父子間（男系）
継承が完全に行き詰まれば、先人たちは
「もはやこれまで」といって諦めてくれ
るだろう。ところが現代の日本国民が最
後まで努力を尽くさず、取り越し苦労を
して「今のうちに女系の天皇も即位でき
る可能性を確保しておくべきだ」と言っ
て慌て出すのは余計なお節介であり、
我々の大切な子孫である将来の日本国民
に対する最大の侮辱である。それゆえ、
後に続く者たちが善処してくれることを
信じて、今はただ一途に皇位の父子間（男
系）継承を護り抜くために全力を尽くす
べきである。

６、今後の皇位継承
問題は以上のことを踏まえて、日本国
民は今後どう対処すべきかということで
あろう。血統は母子間でも繋がっている
ことが十九世紀になって判明したから、
女系の天皇が即位されても直ちに皇統が
断絶するとは言えない。しかし血統中の
永続的要素であるＹ染色体上の遺伝子の
継承は、女系の男帝が即位されたら確実
に遥か遠くの傍系に飛び離れるはずであ
り、さらに完全に途切れるかも知れない。
もし途切れてしまったら、その後は血統
中の短期的要素ばかり繋ぎ合わせること
になるだろう。ところがそんなことより
ももっと重要なことは、先人たちが科学
的には少し間違いながら 血
｢統の繋がり
は父子間だけ と
｣確信し、皇胤の父子間
（男系）継承を護り通すため、千五百年
以上の永きに亘って壮大な努力を累積さ
せてきたという事実を、先人たちの子孫
である現代の日本国民がどう受け止める
べきかということである。
男系派と女系容認派の錯綜した論争に
よって皇位の父子間（男系）継承が変な
形に歪められたり、男女平等原則に反す
るという理由で、皇位の父子間（男系）
継承という我が国の最重要伝統文化が無
惨に破壊されてしまったら、先人たちは
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もうひとつの大阪市長選
H26-3-11Ｍ情報 増木重夫

橋下大阪市長は２月７日に辞表を出し
た。ところが自民、共産、民主、公明は
候補を出さないという。ということは橋
下氏の無投票当選。これだけはあっては
ならない。誰も出ないときは我々からだ
れか出そう。絶対選挙に持っていこう。
告示日まで１ヶ月。急遽「選挙を実現す
る会」を設立。候補の人選、資金集め。
そして公選法の研究。
我々はＨ、Ｍ M
氏に出馬を頼んだ。下
野してい る活 動家で 、橋 下と議論 でき る
論客は彼しかいない。そして、資金集め。
供託金２ ４０ 万。は じめ 東京都知 事の ３
００万と 勘違 いし、 ３０ ０万を集 めた 。
勘違いで６０万円浮いた。
「ドブに 捨て ること にな りますが 出し て
もらえま せん か。」 と知 り合いを 頼み ま
くった。 むち ゃくち ゃな お願いだ 。し か
しなんとか集めた。
政策は、
① 橋下氏の大阪都構想は手ぬるい。
② 自民 、共 産、民 主、 公明のや り方 。
これが大 阪名 物『談 合』 だ。選挙 費用 ６
億の無駄 遣い などと マス コミは言 うが 、
これは民主主義の否定だ。
○○手当や生活保護等、そういう費用
より選挙を優先させないといけない。○
○手当や生活保護を払うか払わないか、
いくら払うかを決めるのが選挙だから。
○○手当や生活保護等ありきではない。
キャッチフレーズは
「この大阪をまた利権まみれの暗黒の街
に戻しますか、それとも子供たちのため、
明るい未来に挑戦しますか。」
それからが大変で、元大阪市北区長の
中川氏は出るとかでないとか、２転３転。
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原稿・同封資料の募集について

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

活動資金ご協力のお願い

２月 ２６ 日の 選挙 説明 会 に潜 入。 他陣 内。２時が近づくにつれ警備のお巡りさ しかしミニパトは初めて。ひよこの後ろ
営もいっ ぱい 来てい る。 ２０名ほ どい た んも続々集合。そしてそこへミニパトが にアヒルが並んでいるようで、デモ隊全
らしい。 皆、 多かれ 少な かれスパ イだ ろ すっとやってきた。なにかの連絡だろう 体の迫力は半減。おまわりさんは「今日
う。マッ ク赤 坂氏は 京都 府知事選 に出 る と気にも止めなかった。
はこれしかなかった。勘弁して。」と恐
とか情報 が乱 れ飛ぶ 。吐 き気が止 まら な
さて、時間だ。お巡りさんの指示で先 縮しきり。しかし、シュプレヒコールに
い。これが「胃潰瘍」の初歩なのか。
導パトカーの後ろにデモ隊が並ぶ。
もどうも力が入らない。次回からは人身
そし て公 示日 の９ 日。 内 ポケ ット に供
なんと、例のミニパトが先導車だった。 御供で２、３人捕まえてもいいからミニ
託金２４０ 万円を持 って選 管近所で待 機。 ２０年間デモは１００回では利かない。 パトだけはは勘弁してよ。
橋下 市以 外だ れも 出な か った ら、 即法
【ご支援等の口座】
務局へ供託。それをいつするか。
郵便振替 ００９８０ ８ ２４５５４７ MASUKI
情報デスク
朝一 に橋 下氏 以外 に、 マ ック 赤坂 氏、
三菱東京 UFJ
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二宮氏が 立候 補を届 けた 。しかし 、９ 日
先ずは、平素より私どもの活動に力強い
使用申請料・交通費、通信費・資料、
の５時ま でな ら辞退 でき る。二人 が辞 退
ご支援を賜り心から御礼申し上げます。こ
ビラ等の制作費・備品購入費等
したらアウト。選挙は無投票。
のレポートにもありますように、私どもは ○ Ｍ情報がサポートしている主な団体
そし て午 後４ 時、 さら に 藤島 氏が 立候
子供達に誇りある国を残すため、日々命が
・ NPO
法人百人の会 ・救う会大阪
補を届け た。 ４時に 届け て５時ま でに 辞
けで戦っています。ところが問題は活動資
・秋田美和さんを救出する川西市民の会
退はない だろ う。法 務局 まで３０ 分は か
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
かる。４ 時半 、我々 は今 回の作戦 の終 結
のご協力を伏してお願い申し上げます。
・スパイ防止法の制定を求める会
を確認し 、５ 時を待 った 。全員辞 退す る
※ この、Ｍ情報機関紙は新聞の形態をと
・日教組の違法行為を追及する会
ことは な く 選 挙 は 成 立 。
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・竹島を奪還する会・関西
我が人生 最高 に楽し い２ ０日間だ った 。
特に「購読料」は設定していません。
・靖国神社に眠る御霊に感謝する会
仲間 の一 人が 言う 。２ ４ ０万 円で 、後
カンパをよろしくお願いいたします。
・大阪の公教育を考える会、他
日、後悔はしたくなかったから。
◇ 前記口座、または同封の郵便振替に
ハ・シ・ モ・ ト～～ ～！ 辞表書 くな ら
○ カンパ金の主な使途は下記団体の、
てご協力ください。
周りの迷惑考えろ～～～～～～！
・活動の資料等の発送費・道路、公園

編 集 後 記
H26-3-12Ｍ情報 増木重夫

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
でお送りくだ さい。また 、 弊紙は郵メー
ナメンテンノカ！ 大阪府西警察
ろ
毎
月
全
国
約
５
千
（
目
標
１
万
）
部
発
送
し
ルで発送して います。重 さ 制限は５０ｇ
署
ております。掲載ご希望の論文、情報等
です。まだ余 裕がござい ま すので、資料
１２月１５日（日）
こと中谷良子
Jelly
ご
ざいましたらどんどん表記事務所ま
等の同封が可能です。ご相談ください。
が主催し、韓国大統領の日本に対しての
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
諸々の発言に対し、抗議のデモを御堂筋
で行った。主催者から「手伝え！」と要
ですが、試しに一度受信してみませんか。
『Ｍ情報』では、日々、全国各地の仲
請を受け、私も指揮車の提供と運転。
ご不要でした ら即停止い た します。要領
当日、新町南公園２時出発。我々は１時 間から、または情報収集の専門家から情
は次のアドレ スに「メー ル 希望」と空メ
半に集合してミニ集会を行い、出発時刻 報が送られてきます。それをメールで転
ールを（発信名義「 NPO
法人百人の会」）。
を待った。ここは大阪府警西警察署の管 送します。内容はどこよりも詳しく多種
多様。「量が多過ぎとお叱りを受けるの
h100prs@oregano.ocn.ne.jp

