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NPO 法人百人の会 救う会大阪
秋田美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

百人の会のメールでは、
「百人の会の仲
間たち、
『そこまで言って委員会』を乗っ
取る」とタイトルを書き配信したが、さ
すが、ペーパーになるとそこまで書いて
いいんかい。
「田島女史を撃沈」この程度
にしておこう。
5 月 2 日、大阪京橋の読売 TV で、た
かじんの「そこまで言って委員会」の収
録があった。この収録は隔金曜毎、2 本
分を収録する。2 日に 5 月 4 日と 11 日
放映の分を撮った。
その後半、11 日放送の分を百人の会の
仲間で乗っ取った。！？ ちょっとお手
伝いさせていただいたのだ。
以前から懇意のＩチーフプロデューサ
ーより人選の相談を受け、私なりに企画
に沿う方々を推薦させていただいた。い
や、頼み込んだ。テーマは女性から見た、
「慰安婦問題」
「憲法改正」
「少子化問題」。
ゲストは、まず日本のお母さん代表、
三木圭恵衆議院議員（維新）と松浦芳子
杉並区議会議員。田島女史に撃ち勝ため、
なでしこアクションの山本優美子さん。
専門的に国際的な意見を述べてもらうた
め大高未貴さん。そして、進行補佐が藤
岡信勝先生。
あと、雨宮何とか、河合お天気お姉さ
ん。竹田さんの子分（大変おきれいなお
嬢さんで、ちょっと立ち話。ひょっとす
ると・・・・）。それに田島女史。
この田島女史、思想は別としてたいへん
素晴らしい方。気配り、配慮・・・・。
ただ者ではない。自分の役割をきちっと
わきまえておられ、完璧に仕事をされる。
終わってから、三木先生や松浦先生は「言
い足りない！」とブツブツブツ・・・。
しかしこれでいいのです。お二人の話の
途中、八割位で田島先生が話をぶった切
る。しかしお二人は不満を飲み込み、ニ

コニコニコ。視聴者はお二人に「品」
「つ
つしみ」「奥ゆかしさ」を感じる。「日本
の女性もまだまだ捨てたものじゃない
な。」と思い、日本に生まれてよかった。
と、思うわけです。
「不満をニコニコと飲
み込む」ことが何よりも大事なわけです。
これを引き出すのが田島先生の仕事。さ
すが「阿吽」の高等戦術だと私は感じ入
りました。
また、津川
雅彦氏をはじ
め、レギュラ
ー陣は、さす
が「プロ」。Ｔ
Ｖ出演など皆
ほとんどが初
めて（大高さ
んは別とし
て）
。そこで一
言でもってき
ちっと話を引
き出す。すご
いものです。
それで、我
陣営は完璧！
百点満点デシ
タ！
次の日時に
ぜひご覧くだ
さい。
5 月 11 日
（日）午後 1
時半から 3 時
まで。
関東地方の
方はユーチュ
ーブでご覧に
ならないよう
に。ユーチュ
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ーブは違法ですから見ちゃだめで
すよ。見ちゃだめですからね？？？
※ 関西地方で、「委員会」の収録
見学をご希望な方はご連絡くださ
い。「百人の会枠」へ裏口からコソ
ッとご案内します。抽選の表口から
は倍率が高く、まず無理だと思いま
す。
増木

日本の女性を体現し
日本の女性を体現し、井上和彦氏と談笑する、
体現し、井上和彦氏と談笑する、三木圭恵衆議院議員
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「M 情報デスク」サポート団体

Ｍ情報（MASUKI
Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
平成 2６年 5 月 20 日（1
日（154-1）

「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」
おばちゃん語」で政治を届ける
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関西のゴテゴテ街頭活動
通行人の 60 代男性に「うるさい！」怒
○河野洋平を国会へ召致する署名
られたくらいですかね...
○グランデール市 の慰安婦像撤去訴訟 30 代カップルの男性が「クソ右翼..！」
費用カンパ
と怒鳴るのを、彼女が彼の口を押さえて
Jelly こと中谷良子（現代撫子倶楽部） 遮って向こうへ引っ張っていきました。
が国家の名誉と女の意地（？）をかけた 10 代後半男性が横断幕の付近でうずく
ロングラン、マラソン街頭演説（4～5 月 まって、じっとジェリーちゃんのスピー
の平日夜、2 ヶ月間）が 3/4 を過ぎまし チ聴いてましたね。ちょっとふらつきな
た。あと 2 週間、死に物狂いでやってい がら帰ったんで心配です。
ます。ご支援ください。
よくジェリーちゃんの街宣を聴きにく
ttp://mid.parfe.jp/kikannsi/153.pdf
る学生さんと、同日のお昼の『移民反対
◎ 今後の予定[全日午後６時～８時]
デモ』で再会しました。
19 日～23 日 ・・淀屋橋駅１番出口
ジェリーちゃんに、「そのとおり。」
26 日～31 日・・梅田ヨドバシ前（未定） と激励してくださったイタリア人の男性
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
との出会いは嬉しかったですね。海外の
方は圧倒的に『従軍慰安婦』『南京大虐
殺』信じてますからね。この人に頑張っ
のご報告】
【５月１１日のご報告
報告】
いつもよりたくさんの方々が活動後に てもらいましょう。
もかかわらず、大変お疲れのなか駆けつ
こちらへ合流して署名&募金まで協力
けてくださいました。ぼーちゃん、Aさん、 してくださって、いずれの方もありがと
春雨さん、S君、Kさん、ミリーさん、赤 うございました。以上、お疲れさん。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
○さん、Mさん、いつもご協力感謝いた
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
します。とくにぼーちゃん、Aさんにご迷
今回も参加者の皆様が本当によくお手
惑をおかけしまして、申し訳なかったで 伝いくださいました。自分自身よりも、
す。以後、気をつけますね。
周囲の方々の努力によって、活動は成り
１１日は、これといった妨害もなく言 立ち、大きな流れとなっていく。また明
い逃げ程度で、無事終わりました。日曜 日から宜しくお願いします。（Jelly）
のせいなのか、かなり人通りが少なかっ
たですね。
１０日のご報告
のご報告】
【５月１０日
報告】
この日は、ミリーさん、K さん、A さ
署名２４名、募金は６０８２円でした。
以下、ミリーさん（30歳女性）のご報告。 ん、春雨さん、M さん、がお越しくださ
（Jelly）
いまして、いつも多大な貢献をいただき、
誠に感謝申し上げます。いつもいつもお
忙しいなか、ご協力ありがとうございま
す。
そして、なんとなんと、この日は、チャ

ミリーさんのご報告★
★ミリーさんのご報告
報告★
今日はそんなに署名してくださる方と
これと言って話すこともなく終了。

ンネル桜(火曜キャスター)で大活躍され、 シドニーでも慰安婦像が建てられようと
「日本世論の会」会長、「正論の会」代 している。設置反対の署名してるけど、
表の三輪和雄氏が激励に駆けつけてくだ 韓国側が優勢だ。こうして日本に帰国す
さいました。お忙しいなか、わざわざお ると、無関心な日本国民に失望する」
越しいただき、誠にありがとうございま 60代女性「これはどこの団体。どこから
した。
出てるの。」
最近は、荒巻さん、ひとっさんが昔よ この女性、とげとげしくて非難するよう
く着用していた攘夷Tシャツを着て活動
な声だったんですが話の流れで「移民反
させていただいております。これを着る 対です。私達の子供達にまで韓国にたか
と、荒巻さんの魂と共に活動しているよ られるのは許せません」と話すと大きく
うな気がして。
頷き、署名&募金してくださいました。
１０日の署名は、１６名で募金は９７ 60代男性「なんや、この『韓国のうそつ
１４円となりました。
き』は。何が言いたいねん、おいこら、
今回は、終盤でたくさんの方々が見物 どういうことや、慰安婦おったわ。」
してくださっておりました。私はマイク 私「あ...あちらの方ですか、もういいです、
を持って、ほとんど演説しているだけで お引き取りください」
すが、最近思うのは署名活動をされてい 男性「もういい、ちゃうわ、なんやお前」
る参加者の方々に罵声を浴びせて言い逃 ちょっと絡んできたので、警備の方が飛
げしていく卑怯者がチラホラおり、一番 んできてくださいました。脅してくる人、
嫌な思いをしているのは、ミリーさんやA 怖いですね。
さん達ではないかと思うと、本当 に申し 30代男性「慰安婦問題ね、よーく知って
訳ない気持ちでいっぱいになります。
ます、ほんま腹立つね」
いよいよ居場所がなくなってきた反日の 60代女性「この慰安婦問題、本当に深刻
負け犬の遠吠えは無視して、共に頑張り だわ、頑張ってね」
ましょう。
10代後半男性「いつもお疲れ様です、頑
「youtubeとか見させてもらってます」 張ってください」
とか見物されていた方からブログにメッ いずれの方も署名&募金ありがとうござ
セージがきたり本当に有り難いことです。 いました。
土曜日ということもあり、いつもより人 20代スーツ女性「これは韓国の慰安婦に
通りが多く、立ち止って聴き入ってくだ 対してどういう意味。」
さる方々も多く感じ、妨害などはあまり この方、日本語うまいけど、チャイニー
見受けられず参加者共々、穏やかな日と ズ系？
なりました。
私「慰安婦の強制連行はなかったので、
以下、ミリーさんのご報告。いつも詳細 日本は韓国に対して謝罪と賠償はしませ
にありがとね （Jelly）
ん、と言うことです」
女性「なるほど。つまりこういうことで
ミリーさんのご報告★
すね」同じように復唱して募金してくだ
★ミリーさんのご報告
報告★
今日は、好調だったような。
さいました。
40代男性「僕は現在、シドニー在住だが、 「念のため聞くけど、これは慰安婦を反
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日（154-3）

対やね、応援ちゃうやろね」確認しなが
ら署名される方が結構います。
お昼に別の活動もしてきました。その
時は「おいブス、ババァ死ね、お前だよ
お前。気持ち悪いんだよ、お前。」と、
しばき隊といわれる人達10人くらいに
中指立てられながら言われました。私、
無言なのにひどい。どちらがヘイトスピ
ーチなのよ。奈良と京都府警より大阪府
警の方が頼りになると思います。きちん
と守ってくださるし。
毎日、無知で無関心な日本人ばかり見
ると、腹立たしくて迷うこともあります。
「このまま、日本が破綻して、彼らがや
っと、取り返しのつかない状態に気づい
たらいいねん。」なんて。でも、やっぱ
り、諦めたくないと思い直す毎日です。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
お昼の活動レポひどいですね。そんな
中、大阪まで来てくれてありがとね。
「ヘ イトスピーチ」を訴えている左翼の
若者には主義主張なんてありません。
「反
戦平和」というTシャツを着ている人物も
いるようですが、そんな平和で多文化共
生を求めている方々が、繊細で傷つきや
すい女性の心を砕くような暴言を吐いて
いること自体、矛盾だらけですし、すべ
てブーメランとなっているということで
す。よって、相手するのもばかばかしい
と思っています。（Jelly）

のご報告】
【５月２日のご報告
報告】
今回は、いつも頑張ってくださってい
る美女コンビ美鈴さん、ミリーさん、ぼ
ーちゃん、M さん夫妻、ニハさん、いつ
も早く来て準備してくださる A さん、山
道さん、久しぶりにお会いした元気なお
爺ちゃん T さん、という最強メンバーに
加え、なんとなんと、署名先の慰安婦像

設置に抗議する地方議員の会の代表世話
人である松浦芳子杉並区議会議員という
強力な助っ人が応援にお越しいただきま
した。
松浦芳子議員が演説中にいきなり５０
代くらいの男性が先生の前に立ちはだか
り、「うるさい。」と罵声を浴びせて通り
過ぎていきましたが全員スルーと、大人
の対応をさせていただきました。
松浦先生の演説終了後、
「嫌ですね、罵
声浴びせてきて」と言いますと、
「いつも
言われてるから慣れてるわ」とサラッと
返された松浦先生。さすが貫録のある大
人なお言葉。実際にお話ししてみると、

本当に穏やかな印象で、これぞ淑女と言
うに相応しい議員さんでした。
松浦先生からは、三島由紀夫が愛した
伊豆下田のマドレーヌのお菓子と、本を
いただきました。お気遣いありがとうご
ざいました。
松浦先生、多忙な中お越しいただき、
誠にありがとうございました。また機会
があれば是非、お越し願いたいと思って
いますし、このような素敵な根性のある
女性議員さんは、なかなかおられません
ので、また早いうちに再会したいと思い
ます。
署名 48 名、募金 33154 円でした。

松浦先生効果ですね。松浦議員の素晴ら
しい演説。アメリカへ抗議のため訪米さ
れた際の現地の日系移民の方々の現状に
ついてお話いただきました。
饒舌な山道さんは、河野談話について
大阪市民に、より理解を深める演説をし
ていただきました。
美鈴さん、涙ながらの演説。とても演
説が上手くなったと思います。ニハさん
が仰っていました。（Jelly）

ぼーちゃんのご報告★
★ぼーちゃんのご報告
報告★（30 歳；男子）
昨日の感想ですけど、週末と GW とい
う事で人通りが凄く、立ち止まって聴い

これが見捨てておかりょうか、松浦芳子杉並区議会議員（上段左側、右が Jelly）、鼻の下が伸びっぱなし、モテモテ
の三輪和雄日本世論の会会長（中段真中、右がミリーちゃん、左が Jelly ◎会長、微妙にミリーちゃん寄り？）、
二瓶文隆元中央区議（下段、残念ながら写真チョーピンボケ）らがぞくぞく大阪まで激励！ 感謝の極み！
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てくれる人がかなり居てましたね。特に ね。」と言ってくれたり、本当に日本は正 と言われました。その事を話したかった 年から激減したよ。僕は実際、仕事で韓
大学生ぐらいの若い男のグループが多か しい日本に変わる時が近づいて来たなぁ のにその時を思い出して涙が出てしまい、 国に行って見てきたんだ。うちも工場を
ったかな。喋ってる内容聞いてたら、全 と、嬉しかったです。
中途半端な演説になってしまいました。 引き上げる。中国人が増えた言うけど、
く理解は出来てない感じでしたけど、ま 50 代男性が、「うるさい。」と言い逃げ、
1 ヶ月お疲れ様でした。また、来週か そうでもないぞ。」
ぁ、興味をもって自分で調べる事が大事 70 代男性には、
「あんたら戦争みたんか。 ら新たな気持ちで頑張って行きましょう。 20 代男性「僕、右寄りですよ、頑張って
なんで、コレをキッカケに勉強して、動 わしは戦争を見た人間や。大阪で日本軍
くださいね。
」
ミリーさんのご報告★
きだシてもらいたいですねぇ。
が強制連行して慰安所に連れて行って輪 ★ミリーさんのご報告
50～60 代ご夫婦が 4 組ほど、署名して
報告★
本日は、東京から松浦芳子議員がわざ くださったのが印象的でしたね。
姦して殺してたんやぞ。見た事も無いく
美鈴さんのご報告
★美鈴さんのご
さんのご報告★
報告★（35 歳；女性） せに偉そうに物言うとったら承知せーへ わざ関西まで駆けつけてくださり、テン 40 代男性「河野やろ、あいつ何とかせな
ションあがりましたね。
まずはジェリーちゃん、この 1 ヶ月間、 んぞ。
」と、言われたので、
あかんわ」
仕事しながらも活動の道路使用の許可を 「戦争は私らには想像出来なぐらい恐怖
松浦議員がマイクを握ると、沿道の通 50 代男性「この街宣は来週もやってるの
取り、街宣に、デモにと、毎日欠かさず で過ごされたんでしょうね。お疲れ様で 行人もハッと注目されて、さすがプロだ 次はいつ。」
活動して頂きありがとうございました。 した、ですが、大阪に慰安所は有りませ な～と感嘆しました。この日初めて参加 20 代男性「韓流パークってまじですか。
私らは都合で参加したりしなかったりと、 んでしたよ。そして、おじさん何才です した O 子さんと M 子さん、素晴らしかっ ほんまにできるんですか。嫌やね」
申し訳ない思いと、こう言う街宣の機会 か。」と聞いたところ「72 才」と答えら たです。募金箱とチラシ配布を引き受け 50 代女性「
『がんばろう日本』です。署
を私らに与えてくれた事に感謝します。 れました。どう考えてもおじさんは当時 てくださったので、私は署名のみ担当。 名します」
今日は松浦先生が来てくれたおかげで、 未就学幼児だったはずなので、
「何故日本 うまく連携を取って署名をうながしてく 最後、署名ラッシュでした。書くそばか
署名も、募金も過去最高で、嬉しかった 軍が朝鮮人女性を強制連行して強姦して ださったり、勉強になりました。今後に ら並ばれ、6 人ほど続けて書いてくださ
ですね。今日は若い男の子達が、ずっと 殺したと言えるんですか。
」と質問したら、 生かしたい、と思いました。
り、声かけも中途半端になったのが心残
演説を聞いてくれてたので、声をかける 「85 歳や。わしは兵隊やったんじゃ。強 60 代男性「慰安婦問題もちろん知ってる りでした。ジェリーちゃんのスピーチを
と、
「未成年でも署名出来るんですか？出 制連行して強姦もしたんじゃ。」と、自白 よ。あいつらは志願してきた売春婦や。 じっと聞き入る方が多く、終わると納得
来るならしたいです。」と言われて、して なさる・・・・・「だったら、おじさん、 『東中野修道』知ってるかい。南京大虐 して署名してくださる方が多数いました。
くれました。
あなたが韓国人に謝罪して賠償しなけれ 殺、あれも嘘や、腹立たしい。こういっ いずれの方も署名ありがとうございまし
「募金もしたいけど、お小遣いが少ない ばいけませんよ、そして、軍律を破った た活動、どんどん頑張ってくれよ。」
た。今日は賛同してくださる方が多く、
帰宅してから『東中野修道』調べてみ 嫌韓の波を感じました。デモも大切だけ
から出来ないからせめて署名したい。
」と 非国民ですから日本人にも謝罪して下さ
言ってくれて、涙が出そうでした。他に い。」と言い返したら、「おまえら、あほ ました。歴史学者の東中野さんが『南京 ど、街宣は周知目的に最も適していると、
虐殺』はなかったと主張し、事件の生存 私は思います。
も、
「若い女性がこんなに頑張り続けてる か。」と言って立ち去りました。
事を、ネットで拡散してもいいですか？」 もしかすると朝鮮人の方なんでしょうね。 者から訴えられ、日本と)シナ中国の二カ
今日は色々な方とお話して、すべて書
と言う方もおられました。チャンネル桜 朝鮮人の人達はなぜ嘘ばかりつくのかあ 国の裁判所で東中野さんと展転社が敗訴。 ききれない。ちょっと混同してますが、
の 2000 人会の女性もかけつけてくれ きれ返りました。
悔しいですね...
思い出すまま書いてみました。
「頑張ってくださいね」と励まして頂き
私は演説中、あることを思い出しまし 60 代男性「河野は国会に呼ばなあかん、
以上、ジェリーちゃん今週もお疲れさ
ました。ちょっとコワモテのおっちゃん た。それは先日の署名活動中に、とある 村山富市、あいつは阪神大震災で多くの ん！明日、デモやね、早く寝ようね。
もジッと演説を聞いてくれていたけど、 ご老人と会話した時です。その方は、
人間を死なせた張本人や。
」
追伸 :ジェリーちゃんが「ミリーさんの
恐る恐る声をかけると、
「もういつ死んでもおかしない歳やけど、 19 年前の阪神淡路大震災の際、政府の対 できる範囲で自由にやって」と言ってく
「あんたら偉い。あんたらのおかげで日 私はこんな日本にするために戦ったんと 応が遅れた、当時の総理大臣は村山富市 れて心が軽くなりました。性格的に人に
本がホンマの日本になってきたんやで。 ちゃう。悔いが残って死んでも死に切れ でしたね。
押せないねん、こんな私やけど、一生懸
頑張りや」と、募金に署名に快く協力し ん。お国の為に散った戦友らもあの世で 30 代男性「２チャンネル見ると、ほんま 命 頑張るし、ジェリーちゃんの後押しし
てくれました。
泣いてるんちゃうか。と思うだけで悔し 慰安婦ってボロクソ言われてますよ」
ていきたいと思てる。日本を守りたい、
若い男性が「日本を取り戻して下さい い、あんたら絶対世の中正して下さい」 40 代男性「韓国に行く日本人観光客が去 それだけやねん。ふー言葉に出すとテレ
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る～。また明日ね、おやすみ。
いのではないか考えます。差し出がまし
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
いようですが、ミリーさんは非常に中谷
署名をされている間に質問してみるん さんの力になっておられると思います」
ですが、ネットを見ていないご老人の というアドバイスも頂戴し、非常に喜ば
方々も、わりと最近の時事ネタに詳しい しいと共に、私と山道さんでは若干の考
方々がおられてビックリです。朝鮮学校 え方の相違はあるものの、今後を考える
事件のことを署名しながらお話されてい うえで真摯に受け止め、考えていきたい
た５０代くらいの男性に、
「そういった情 と思います。いつも素晴らしいお話あり
報はネットをご覧になられてるんです がとうございます。そして、いつもどん
か。」と尋ねると「見てないよ」という答 な時もご相談に乗ってくださって感謝し
えが返ってくる。最近、週刊誌や新聞で ています。
も、嫌韓論調だからか、意外にもネット ミリーさん、美鈴さん、そして私を支え
以外の媒体も、この嫌韓に貢献している てくれている、すべての仲間、応援して
のだと感じましたね。
くれている皆さんに日々、感謝！ （Jelly）
そして美鈴さんのご報告にある車椅子
のご老人のお話、本当に心に響きました 【４月２５日
２５日のご報告
のご報告】
報告】
M さん、ジャパハリ君、ミリーさん、
し、そしてより強く今の日本のタブーと
されているものを破り、日本を守ってい マンディさん、山内さん、いつもの紳士
き、思いやり溢れる私達の仲間を守り、 さん、ぼーちゃんがご参加くださいまし
世の中の不条理とされるものを糾してい た。この日は朝日新聞社への抗議最終日
けるような活動に邁進できればと思いま ということで盛り上げるべく１時間早め
に行き、尊皇隊の皆様のお手伝いをさせ
す。
左翼はきれいごとで、平和ボケを洗脳 ていただきました。尊皇隊の皆様も１週
し、ひとたび動員をかければ何千人とい 間大変ご苦労様でした。尊皇隊の大江さ
う人数が集まりますが、私達の活動にお んの朝日新聞を皮肉ったお歌、めちゃく
いては少数の参加者しかいません。だか ちゃ面白かったのと同時に、西谷さんの
ら、 彼らより倍動かなければなりません。 よく通る力強い演説にしびれました そ
彼らが数で攻めてくるなら私は、若いう して、西谷さんからは、参加者全員にお
ちに、その分彼らを上回るくらい精力的 茶を差し入れしてくださいました。
この日は、演説のめちゃくちゃ上手い
に動きたいと思います。
こんなおてんばな私に付いてきてくれ 若手ホープ、ジャパハリ君が駆けつけて
る仲間にも恵まれ、私の周りには本当に くださいました。これといった妨害もな
良い人達が寄り添ってくれているな、と く、署名１５名、募金は６５５９円でし
た。
最近しみじみ思います。
山道さんにも「自己を貫くということ
愛国美女、マンディさんのご報告
マンディさんのご報告★
は時に孤独になることもあるでしょう。 ★愛国美女、
報告★
夕方の朝日新聞社前は場所柄ほとんど
しかしながら、流されて運動を行っても
とどのつまりは結果も見いだせないまま 仕事帰りの社会人。見た目は立派な大人
の、 お祭り騒ぎの後の空しさしか残らな たちだが、まったく興味がないのか興味

がないフリをしているのか、チラとも見
ない人が多い。もしくは目が合うとサッ
とそらす人がほとんど。日本人の大部分
の方々は今の日本が置かれている状況を
どのように考えているのだろうか？ 無
感情をよそおう彼らの表情からはまった
くうかがえない。刷り込まれた悪しき教
育のせいで、日章旗を見ると反射的にち
ょっとかかわり合いたくないと思ってし
まうのかな。目をそらされるたびそう感
じた。新聞社ビルから出てきた中年の男
女の会話が耳に入った。
「頭のおかしい人らがなんか言うとる
わ」
「うるさいわ、調子のんなよ」
「朝日新聞、つぶせるんやったら潰して
みぃ」
私ひとり皆さんと離れた場所に立って
いたから聞こえたのだが私には滑稽だっ
た。まぁこれだけでは朝日新聞の人間か
どうかは分からないが、要するにこの二
人は「朝日新聞は今後も絶対につぶれる
ことはない」
「ほとんどの日本人はバカだ
から何も気づいてないし、それはこれか
らも変わらない」と思っているのだ。
なめんなよ、と思った。朝日には謝罪記
事なんか望んでいない。地道に活動して
潰れるのを見届けてやる！
朝日や、支那・朝鮮は謝罪などはしない
だろう。だったら日本人全体の意識が変
わらなければいけない。そういった話を
無表情の日本人の前で話したい！と強く
思った。不快か快かどちらか分からない、
まったく無反応の人が多いのが不思議で
す。危機的状況なのに…。
自分の国に対する愛着を高めることが
現状打破する大きな方法だと私は思って
います。

２３日のご報告
のご報告】
【４月２３日
報告】

２３日、水曜のご報告ですが、まず M
さん、新風の金子先生、A さん、春雨さ
ん、I さん、いつも高い電車賃を払ってお
越しくださる紳士、華のあるミリーさん、
お美しいマンディさん、撮影くださった
ぼーちゃん、日々の護国活動ご苦労様で
した、そして、いつもお手伝いいただき
誠にありがとうございました。
この日は、なんと、あの日本維新の会、
そして今行っている署名「慰安婦像設置
に抗議する地方議員の会」賛同議員であ
る二瓶文隆氏が東京より急遽応援に駆け
付けてくださり、熱い熱い呼びかけ、訴
えをしてくださいました。二瓶さんによ
ると、署名は６万人を突破したそうです。
とても喜ばしいことですね。
よく「署名とか、募金なんてしたって
同じでしょ」と言われる方も多いのです
が、たからといって何のアクションも起
こさなければ好き放題されてしまいます。
結果を出すのではなく、今できることに
全力を注ぐ。結果を重視せず、公のため
に尽くす日々の地道な活動、情熱が実を
結んでいくのだと思います。二瓶さん、
厳しいスケジュールの中お越しいただき、
どうもありがとうございました。
今回は、早めに到着したので尊皇隊のお
じさま方のお手伝いをしていたら、左翼?
朝鮮人?と思われる爺が「おまえら頭おか
しいぞ」と罵声を浴びせ、頭がクルクル
パーというジェスチャーを参加者に見せ
つけ妨害に現れましたが警備に引き離さ
れ朝日新聞社ビルの中に消えていきまし
た。ちなみに握手君も現れました。
署名は、１０名、募金は６９３７円でし
た。
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を計画していると聞いております。そも に対して公園整備の公費が捻出されてい
そも筋違いの民族憎悪をアメリカに持ち るのか、お答えください。
込もうとする在米韓国人のロビー活動に
またグレンデール市との関係を今後ど
NPO 法人百人の会ご入会、樽本丞史議 ました、軍医や元軍人などの証言による のせられ、市の公有地に慰安婦像を設置 のように整理、検討していくのか、お答
員を、議員の議会質問をもってご紹介しま と、開設当初から約８割は朝鮮人女性だ してしまったことで、グレンデール市は えください。
す。
ったと言われ、太平洋戦争に入ると女性 日本人から最も非友好的なアメリカの地
人権文化部に
議員は「慰安婦
慰安婦像設置に抗議する全国
慰安婦
を挺身隊の名で強制連行した、その数は 方都市として認知されてしまっており、 ◎春本 人権文化部長
地方議員の会」
（代表；松浦芳子）が今年 ８万とも２０万とも言われるという、何 この像を設置したセントラルパークのマ 係ります御質問に御答弁申し上げます。
いわゆる従軍慰安婦像に関するグレン
の 1 月に訪米する前、去年の 11 月に単 の根拠もない無責任なものでした。そし スタープランとは違うことと、国際問題
独訪米し、今回の地方議員の会の抗議団 てこの記事をもとに韓国の新聞社が、日 に関与することになるということで設置 デール市の一連の行為について、事前に
の抗議の道筋を作りました。侍です。少々 本の戦時中に出された女子挺身勤労令を に反対票を投じたデイヴ・ウィーヴァー 説明はなく、グレンデール市ホームペー
短足ですが！！？
法令集から都合のいいように解釈して、 現市長によると、グレンデール市はロサ ジで公開されている内容により事実の確
従軍慰安婦として連行されたと報じたこ ンゼルス市と違って市長に対して権限が 認をしたところでございます。なおその
平成２５年
平成２５
２５年９月、第３回定例会 とがきっかけであり、平成５年にその後 なく、５人の市議会議員によって１年ご 記載の中に像の設置、維持管理に関して
の調査結果で何の具体的事例も証拠も示 とにローテーションによって選ばれると 本市が了承したかのような誤った記載が
10 月 03 日-04 号
さないまま、総じて一定の強制性があっ いうものです。人口が１９万人の中で、 されていましたが、慰安婦像が設置され
たと公表したことによって、うそがまこ 在米韓国人の人口は１万２０００人、ほ たとされる公園等も含めまして、本市が
◆１７番（樽本丞史議員）
とに変わってしまい、取り返しのつかな とんどいない日本人とでは明らかに市に 維持管理に関する経費を措置しているこ
・・・・・・・・・・・・・・
い禍根を残すことになってしまいました。 対しての発言力が違うのです。そのよう とは一切ございません。
次に、アメリカはカリフォルニア州グ
グレンデール市との今後の関係につき
これが世に言ういわゆる河野談話です。 な状況の中で前市長によって４対１でこ
レンデール市との姉妹都市の締結の件で
当初、この問題を表出ししたのも日本人 の件が議決され、愚行が推進されました。 ましては、ホームページ修正を求める公
あります。
ですが、利用すれば思わぬ利益が得られ 日本と韓国の２国間の問題を、移民が多 式書簡を送付しているところであり、グ
３市合併で東大阪市となる前の旧枚岡
ると判断した韓国政府は、日本に慰安婦 いアメリカという国で行うことは、これ レンデール市の動向を注視しつつ、その
市で、昭和３５年から半世紀にわたって
強制連行を認めさせようとし、日本がこ を機にいろんな人種の人々が過去の歴史 あり方を慎重に検討してまいりたいと考
結んでいた歴史のある事業でありますが、
れを認めることで国際的な地位を落とし を持ち出し、碑をつくるという運動を起 えております。
ここ近年では日新高校の交換留学制度ぐ
以上でございます。
て、逆に韓国に同情が集まり、それをも こしかねないのではないかということを
らいで、民間ではミニバスケット協会が
とにして補償を取りつけようとする策で グレンデールの現市長も懸念されており、
交流されているということで、余り行政
す。結果的には強制性を認めたことで韓 私もまさにそのとおりであると思います。 ◆１７番（樽本丞史議員）
としての交流も影を薄めているように感
２回目ですので指摘として自席からさ
国のねらいどおりに事が運んでしまった うそも百回言うと真実になる。このよう
じている中、７月３０日に、あろうこと
ことがこの問題の本質です。この後も在 な行為を黙認して背を向けてはいけない せていただきます。
か在米韓国のロビー活動家による運動で
姉妹都市の件です。実はここにグレン
米韓国人ロビー活動を通して、韓国国内 のです。私は日本人の民族性は人のこと
従軍慰安婦の像がセントラルパークに建
のみならず、２００７年７月にはアメリ を思いやる心にあると思います。この良 デール市の在住の女性の方からメールを
てられ、除幕式が行われました。御存じ
カの下院が慰安婦非難決議を採択される 心につけ込んだ捏造であるということは、 いただきました。これ少しちょっと長い
のようにこの問題は、平成４年に日本の
ことになり、日本は世界じゅうから犯罪 子供や孫のためにも撤回していく必要が んですけども、ここでちょっと読み上げ
大手新聞社より、軍の関与を示す資料を
国としてのレッテルを張られたことにな あり、そのためにまず本市の行動を確認 させていただこうと思うんです。この問
発見という見出しが掲載されたことから
しなければなりません。
題についてはなかなか難しい問題であり
ったのです。
始まりました。その内容を要約すると、
そこでお聞きしますが、このような行 ますので、市長のほうから答弁というの
今回像の設置に関して経緯を言います
１９３０年代、中国で日本軍兵士による
と、この在米韓国人ロビー活動家は、ア 為についてグレンデール市より事前に説 はなかなか難しいと思いますんで、もう
強姦事件が多発したため、反日感情を抑
メリカ全土で２０カ所の慰安婦像の設置 明があったのか、そしてグレンデール市 皆さんの御判断にお任せしようかなとも
えるのと性病を防ぐために慰安所を設け
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思います。ちょっと読ましていただきま
すね。
私がグレンデールの慰安婦像のことを
知ったのは、議決でもう採決された後で
した。そして少女の像が設置されるのは、
いつも子供たちと行く図書館の横にある
公園でした。すぐにグレンデール市に抗
議の電話をし、ダン・ベル氏という姉妹
都市などのコーディネーターをされてい
る方とお話をしました。ベル氏によれば、
少女の像は政治的なものではなく、平和
や女性の権利のためであり、日本領事館
や東大阪市長も反対しなかった、東大阪
市はグレンデールにとって一番最初に姉
妹都市になった特別な関係で、ブランド
パークには日本から寄贈された茶室もあ
るとおっしゃいました。私は彼に、表向
きの理由はどうあれ、この慰安婦像はこ
ちらのアジアンコミュニティーに亀裂を
生むし、アメリカの一つの市が勝手に国
交にかかわることをしていいのか、東大
阪市が特別な関係であり、一番古い姉妹
都市であるなら、どうしてそんな扱いを
するのかと言いました。彼は、もう決め
たことなので、しょうがないと言うだけ
でした。しばらく後に例の図書館へ行く
と、メーンロビーに従軍慰安婦の展示が
ありました。子供たちと一緒だったので
走って去りましたが、主人に頼んで後で
見に行ってもらいました。そこには、日
本兵がいろいろなアジア女性たちに戦時
中にしたことを、元慰安婦の証言、被害
者の写真や絵、そして全く関係のないド
イツの大臣が大勢の亡くなったポーラン
ド人のためにひざをついて謝罪している
写真などがありました。アメリカ人の主
人が言うには、英文が間違っている箇所
が多く、文章も完全でない、とても変な
展示だったということです。これはグレ

ンデール慰安婦像の除幕式まで展示され 生活のことで精いっぱいですし、余りに
たと思います。除幕式自体には行きませ 大きな問題なので個人では太刀打ちでき
んでしたが、当日にセレモニーの場所近 ません。特に家族のいる方々は、家族の
くを通ると物々しい警察まで配備されて 安全を第一に考えないといけません。で
ました。除幕式のことを後でネットで検 すから日本の外務省からアメリカに、ア
索すると、安倍首相の顔にナチスのマー メリカ国内における韓国の日本に対して
クをつけたポスターを持った韓国人招待 の政治活動を禁止する要請を出していた
客などもいたので、政治的ではないと断 だきたいです。こちらでは本当にいろい
言した、ベル氏にこのことを問い合わせ ろな人種の人々が共存しています。
ましたが、彼はもう電話に出ませんでし
日本人と韓国人はクラスメート、仕事
た。
の同僚、友人、家族として生活している
グレンデールのアルメニア人の数は他 のです。その平和を乱す権利は、慰安婦
の地区にないほど多いそうです。そして 像を推進している韓国団体にもだれにも
虐殺などの言葉に敏感なアルメニア人は、 ないと思います。アメリカの各地で慰安
こういう間違ったイメージを植えつけら 婦像の要請が着々と進んでいます。こち
れるのは、この地域の日本人にとってふ らの新聞やウエブサイトを読むと韓国側
がいないばかりでなく、危ないことかも の主張が正しいように報じられ、韓国の
しれません。うちの子供たちはまだ小さ 歴史をよく知らないアメリカ人は、その
いので、この慰安婦像の周りには勝手に ままうのみにしているようです。幾らか
行けませんが、もっと大きくなって自分 の日系人も韓国の味方をして活動してい
でそれを見つける時がいつかやってきま ます。今、日本政府が、何が本当で何が
す。
うそなのかをはっきりアメリカに提示し
私は日本人だということを誇りに思っ ないと、もっと醜いことになっていくで
て生きていますが、これを見た子供たち しょう。
は同じようにそう思えるでしょうか。こ
私は個人的に、これはイメージの闘い
のあたりにはアルメニア人だけでなく、 であるとも思っています。とにかく韓国
韓国人も結構多いので、周りにアジア人 団体は日本のイメージを汚し、信用度を
がいると、子供たちに日本語で話すのを 下げたいのかもしれません。だから日本
ちゅうちょすることが多くなりました。 人は向こうの挑発に乗らず、すべて冷静
もちろんいい方々なのかもしれませんが、 で論理的に対処しなければいけないでし
少し警戒してしまったり、日本人だとい ょう。もし日本人が韓国団体や慰安婦た
うことを余り知られたくない気持ちがあ ちを罵倒、中傷したりすれば、こちらの
ります。慰安婦問題が出る前はこんなこ アメリカ人はもっと韓国側につくと思い
とは考えませんでした。こちらで反対運 ます。でも感情的にならず対処していく
動をされてる方々には定年退職されたお にはかなり忍耐と我慢が要ります。だか
年寄りや子供を持つお母様方、忙しい仕 らできるだけ早急に対処してくださるよ
事の合間を縫って同僚の方々と力を合わ うお願いいたします。
せて頑張っていらっしゃる人たちなど、
これが全文なんですけども、これ読ん
いろいろおられます。でも皆さん自分の だり、いろんな資料を見ていきますと、

私はもともとこのグレンデール市とは解
消すべきやというふうに思っておりまし
た。しかし私たちこの東大阪市が解消し
ても何の解決にもならないと私は思いま
す。むしろ問題をつくった従軍慰安婦像
を撤去してから解消すべきであります。
そうでないと、このグレンデール市には
約１００人の日本人がいます。この１０
０人の日本人の中で８０人ぐらいが抗議
に伺ったんです。グレンデール市のほう
では、日本人は謙虚でおとなしい方って
いうふうに言われてます。その方々が奮
起しておられるんです。闘っておられる
んです、海の向こうで。私たちは今、一
つずつ考えていかなあかんのは、簡単に
ここ、グレンデール市との解消をしてい
いのかということです。解消することは
非常に簡単です、切るんですから。でも
切ることによって海の向こうで闘ってお
られる方も一緒に切ってしまうことにな
ります。
非常に難しい問題で、今この東大阪に
何でこんな問題が来るんやということは
非常に思います。しかし、一人として私
は闘っていきたいと思います、このこと
については。やはり、先ほどミニバスケ
ットの話を少ししましたが、２００２年
からずっとミニバス協会の方々は向こう
と交流試合をされております。子供たち
はこれを楽しみにしてるんです。しかし
今回、この件があって取りやめになりま
した。多分日新高校の交換留学制度もそ
うでしょう。今私たちの世代がこのこと
に真剣に向き合ってしっかりと解決をし
ていき、子や孫の世代にこんなことを残
してはいけない、そういうふうにお訴え
さしていただいて、私の個人質問を終わ
らせていただきます。御清聴ありがとう
ございました。
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木

重
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M 情報 増木重夫

平成 26 年 4 月 18 日
大阪市監査委員長 阪井千鶴子殿

公 開 質 問 状

実。
橋下市長は市の厳しい財政事情を十分考
慮すべきだ」と苦言を呈した。却下の理
由では「監査請求の対象になる財務会計
上の行為の不当性を主張していない」な
どと説明した。

Ｍ 情 報 増
先日、左記のような記事が読売新聞に出
ていた。そこでさっそく次のような公開
質問状を大阪市監査委員長 阪井千鶴子
あてに送った。
そうすると左（下）記のような回答が 5
月 10 日頃あった。回答には到底納得で
きず。再質問状を明日郵送する。
「そして、ある程度の責任はある。」と言
わせて、もう一度一から質問をしようと
思う。無駄口をたたいたことをたっぷり
後悔させてやる。

大阪市長選費用
億円、橋下市長に
橋下市長に監
大阪市長選費用６
６億円、
査委が苦言
査委が

ボチボチ半袖を箪笥から出さないとい
読売新聞 4 月 17 日(木)10 時 4 分配信
けない季節になってまいりました。
橋下徹・大阪市長（大阪維新の会代表） 貴職、監査委員各位におかれましては
の辞職に伴う出直し市長選の選挙費用約 日々大阪市民のため粉骨砕身、深く感謝
６億円を橋下市長に返還させるよう、市 しております。
さて、早速ですが先日の読売新聞に下
民らが市に求めた住民監査請求で、市監
査委員は１６日、監査結果を公表し、
「市 記のような記事がございました。
民には少ない負担と言い難い。橋下市長 そこでいくつかご質問したく存じます。
は市民が納得できる市政運営にあたるこ
とが望ましい」との所感を明らかにした。 １ 貴職らは、文面から、橋下市長は「市
民が納得できる」市政運営ができてない
請求自体は却下した。
３月の出直し選は、野党との間で大阪 という所感をお持ちのようです。そのよ
都構想の議論に行き詰まった橋下市長が、 うに思われる根拠をお示しください。
「民意を問う」として仕掛けた。市民ら
は「市長と議会の二元代表制を定めた地 ２「市民が納得できる」とはどのような
「納得」の定義を具体的にお
方自治法の趣旨に違反する」などと監査 状況なのか。
示しください。
請求していた。
監査委員は所感で「今回の選挙は（市
民からの）否定的意見があったことも事 ３ 「市長は市の厳しい財政事情を十分
考慮すべきだ」と苦言を呈した、とのこ

とですが、どの程度の財政があれば選挙 されるのか、その目安をお示しくださ
が許されるのか、その目安をお示しくだ い。」というお問い合わせにつきまして、
さい。
ご回答いたします。
今回の住民監査請求は、市長が市民の
４（一般論として）監査委員が、
「監査結 納得できる市政運営を行っているか又は
果」以外に、所感や意見を述べることは どの程度の財政があれば選挙が許される
許されているのでしょうか。
かなどについて監査を行ったものではな
く、地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)
５ もし読売新聞が勝手に書いた記事で 第242条に規定される監査請求の要件
あるのなら、その部分をお示しください。 を満たしておらず却下との結論に至った
以上、１０日程度で回答をいただければ ものの、選挙に要する費用というのは、
幸甚に存じます。なを、回答は「公開」 決して市民にとって少ない負担とは言え
いたしますので、そのことをお含みくだ ず、そのような観点で所感を示すに至っ
さい。
たものです。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
続いて、「(一般論として)監査委員が、
「監査結果」以外に、所感や意見を述べ
ることは許されているのでしょうか。」
大阪市当局からの回答
【大阪市当局からの
からの回答】
回答】
というお問い合わせにつきまして、ご回
市民の声 No. 1496-20004-001-01
答いたします。
地方自治法には、住民監査請求が却下
増木重夫様
となった場合の取扱いについては明記さ
行
行政委員会事務局長小川英明 れておらず、「所感」は監査委員が任意
に付記したものであり、拘束力を持つも
平素は、何かと大阪市監査業務に、ご のでありませんが、監査委員として望ま
理解、ご協力をたまわり誠にありがとう しいと思われる考えを示したものです。
なお、参考までですが、過去3年間(平成
ございます。
早速ですが、先にお問い合わせいただ 23～25年度)に提出された監査請求案件
きました件についてお答えいたします。 のうち7件に所感を付記しております。
最後に、「もし読売新聞が勝手に書い
まず、「貴職らは、文面から、橋下市長
は「市民が納得できる」市政運営ができ た記事であるのなら、その部分をお示し
ていないという所感をお持ちのようです。 ください。」というお問い合わせにつき
そのように思われる根拠をお示しくださ まして、ご回答いたします。
い。」、「市民が納得できる」とはどの
今回の監査請求の通知に付記した所感
ような状況なのか。
は、以下に記載のとおりであり、「苦言
「納得」の定義を具体的にお示しくださ を呈した」との表現は用いておりません。
い。
(所感)
「「市長は市の厳しい財政状況を十分考慮 「なお、本件請求についての判断は前記
すべきだ」と苦言を呈した、とのことで のとおりであるが、今回の選挙の執行に
すが、どの程度の財政があれば選挙が許 ついて、請求人が主張するように否定的
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であっても基本は同じですが）、日付が
意見があったことも事実である。
また、選挙を実施するには多額の選挙 ありません。市民は役所にいろいろな書
費用を要することとなり、これは市民に 類を出します。たとえば住民票の交付申
とって決して少ない負担とは言い難い。 請。そういった場合、日付を記載しなく
市長には、本市の厳しい財政状況等も ても大阪市は受理していただけるのです
十分考慮、のうえ、より多くの市民に納 ね。
得が得られるような市政運営にあたられ
人生60年、役所からの文書に日付がな
ることが望ましいと考えられるので、こ いのは初めてです。また、封筒の消印を
の際、あえて所感を付記する。」
見るにも「料金後納郵便」とのスタンプ
回答は以上のとおりでございます。
があるだけで日付はありません。要はお
今後とも大阪市監査業務に対しまして、 化け郵便です。遺言書に日付がなければ
より一層のご理解、ご協力をよろしくお 無効だし、日付のない訴状は裁判所は受
願い申し上げます。
け取ってくれません。そのくらい日付は
【本件に関するご質問・お間合わせは下 重要なものと思慮します。
記まで】
また、「公印」もありません。
監査部監査課(担当:迫・巴山)
さて、本題に入ります。
電話番号；06-6208-8582
「今回の住民監査請求は、市長が市民の
～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～
納得できる市政運営を行っているか又は
どの程度の財政があれば選挙が許される
【再】公 開 質 問 状
かなどについて監査を行ったものではな
く、地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)
整理番号；市民の声 No.1496-20004-001-01
第242条に規定される監査請求の要件
を満たしておらず却下との結論に至っ
平成 26 年 5 月 19 日
た。」
ということですが、実に見事なお裁き、
大阪市監査委員長 阪井千鶴子殿
感服いたしました。真にそのとおりであ
担当 行政委員会事務局長小川英明様
ります。ところがなぜ、その素晴らしい
「監査結果」にわけのわからない「所見」
M 情報 増木重夫 なるものが付いたのか。
「監査結果」に付記した「所見」には監
査委員として「拘束力」がないことは理
解できました。しかし、「監査委員とし
て望ましいと思われる考えを示したも
の」であるなら、監査委員は大変重要な
公職と考えますので、その発言には「拘
束力」はないものの、ある程度の責任は
発生するものと思います。そこでご質問
②、所見は「拘束力もなく単なる無責任
な与太話」と言うことですか。それとも
用件のみで失礼いたします。
まず、質問①、先日いただきました回
答は「公文書」でしょうか、それとも小
川英明様の私に対する「私文書」でしょ
うか。回答願います。
私は小川様とペンフレンドになる気は
ございませんので、公文書で回答をお願
いしたいのですが。
この回答が公文書であるなら（私文書

「ある程度の責任はある。」とお考えで
しょうか。お考えをお示しください。
「苦言を呈した」という表現は読売新聞
の見解であることは理解しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～
どういう回答が来るかわからない。
しかし、まさか「与太話」とは言わない
だろう。どのような理屈をつけても、立
場のある人の言葉だから、ある程度の責
任は回避できないと思慮する。
「所見」が
100％無責任なら、これまた書く意味な
ど全くないわけだ。『「拘束力」がない』
と言う話と『望ましいと思われる考えを
示した』その矛盾をどう説明するのだろ
う。『望ましい』と言うことは、『でき
るものならそのようになってほしい。』
と言うことではないのか。まさか、『望
ましい』けどそのようになる必要は全く
ないですよ。と言うわけではあるまい。
また、「拘束力」とは何かを定義せよ。
と国語の話になってくる。ばかばかしく
てやってられない。・・・・と市民があ
きらめるのが役人の狙い？ 役人特有の
「言葉遊び」。そんなことに時間を割い
て、そして給料をもらっている。私はむ
しろ、そっちの方を監査したいくらいだ。
要は『望ましい』とは『希望』であり、
立場ある人の『希望』は『黙示の強制』
ではないのか。うちの嫁に言わせれば、
「私なんか朝から晩まで『黙示の強制』
で走り回っているわよ」と言うことにな
る。やくざの親分子分も『黙示の強制』
で動いている。
最後は、監査委員長の任命責任。それ
は形式的に市長にある。市長が面接して
監査委員長を選任したわけではないだろ
うが、形式とはいえ、任命責任は任命責
任。あまり言うとブーメラン。何かいい
知恵がないものだろうか。

中山成彬先生より
先生より署名
中山成
より署名の
署名の礼状

拝啓 東京も桜が咲き、
春の訪れを感
じて参りましたが、増木様におかれま
してはお変わりなくお過ごしのこと
とお、慶び申し上げます。
この、度はたくさんの署名を頂きま
して有難うございました。皆様のお
かげで三月末の目標としておりまし
た10万人は、はるかに超えました。
中韓が行うディスカウントジャパ
ンへの日本の対応策がなかなか効果
を発揮していません。その原因の根底
には河野官房長談話があります。
先人が命を懸けて守ってきた、この
美しい日本を子孫に引き継ぐことは、
現代に生きる我々の使命だと思いま
す。
外国に長く往んでおられる万から
「時として日本人の美徳が外国人に
理解されないことがある。世界をもっ
と知り、他国の国氏性をもっと知って
対応すべきだ。」
とのご意見も項きました。
将来日本を背負って立つ子供達プ
プライドと白信を持って堂々と白分
達の主張が出来るためにも、日本の名
誉を貶めている「河野談話」問題を一
日も早く解決する必要があります。
どうかカを合わせて頑張って参りま
しょう。今後ともよろしくお願いいた
します。
末尾になりましたが、増木様の今後
益々のご健勝を祈念いたします。
平成二十六年四月二日
衆議院議員 中山成彬
増木直美様

ご協力各位に感謝します。増木
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拉致解決を阻む最大の
最大の要因は
要因は、わが
「拉致解決を
にある」
国にある」
朝鮮学校補助金交付取消等訴訟の判決
朝鮮学校補助金交付取消等訴訟の

救う会兵庫 代表 長瀬 猛
しかし、今回の裁判だけは勝ってほしか を受けて
朝鮮学校への補助金支給
朝鮮学校への
への補助金支給は
補助金支給は「アカ
った。去年、長瀬氏は神戸市の市会議員
北朝鮮とその出先機関である朝鮮総連
ンことはない」と神戸地裁
ンことはない」
に立候補した。この時、なぜか「どうし
ても勝たせなければならない。
」と胸騒ぎ に対して、一切の利益を供与してはなら
救う会兵庫代表
会兵庫代表 神戸市議
がした。犬猿だからこその閃きか？？ ない。ましてや経済制裁が発動している
4 月 22 日
長 瀬 猛
そして微々たる応援もさせてもらった。 中にあってはなおさらです。しかし、朝
鮮 学校への補助金は何の監督も受けぬ
さて、話の本題。
まず、お話ししなければならないこと
判決の要旨は左記に詳しく記してある まま継続されてきました。この有り様で、
は、救う会大阪代表の私（増木）と、兵
わが国の毅然とした態度が北朝鮮へ伝わ
庫代表の長瀬氏とはとにかく仲が悪い。 が、一口で言うと、老舗の魚屋で売って
20 年来の犬猿の仲だから半端ではない。 いる鯛は美味しいに決まっている。だか るはずがありません。
救う会兵庫の代表として１７年余にわ
らおいしい。敗訴は敗訴で仕方ないから、
もうちょっとましな理屈はないものか。 たり救出支援活動に携わってきた者とし
て、到底看過できません。「私たちの血
と思う。
税が、北朝鮮独裁者を礼賛する朝鮮学校
～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
に注ぎ込まれていることは我慢できな
論点から逃
げた不当な
判決です
論点から
から逃げた不当
不当な判決です
い」これがこの訴訟を提起するに至った
朝鮮学校への補助金支出は違法として、 偽らざる気持ちです。
私たち原告の訴えを全て退けた本日の
北朝鮮による拉致被害者を支援する「救
う会兵庫」のメンバーらが兵庫県と神戸 判決において、教育基本法１６条１項「教
市に支給取り消しなどを求めた訴訟の判 育は、不当な支配に服してはならない」
決が２２日に神戸地裁であり、東亜由美 に違反しているという論点について、
「逃げた」というのが率直な感想です。
裁判長は訴えを退けた。
神戸市などで朝鮮学校を運営する学校法 しかしながら判決文は、今後必要となる
人兵庫朝鮮学園への補助金について、原 証拠の種類や量について示唆をしてもい
告側は「偏った教育を強制するなど、受 ます。控訴審において必要な論点整理に
ついても代行してくれています。「逃げ
ける資格はない」と主張した。
東裁判長は「教育課程や運動、文化面 る」為に積み上げられた論旨がいみじく
をみても、日本の小中高校と同様の活動」 も弱点を曝け出した格好です。
私たちは直ちに控訴審の用意に着手し
と指摘し、「公認の教育施設として行政
による規制や監督の下に置かれており、 て、あらゆる準備に入ります。この裁判
他の外国人学校と同等に扱ってはならな の勝利を目指すのは言うまでもないこと
いという事情はない」と述べた。（神戸 でありますが、加えて国・県・市への請
願 活動も実施して参ります。朝鮮学校へ
新聞 NEXT より抜粋）
https://www.kobe-np.co.jp/news/shaka の補助金を止めることすら出来ないわが
国が、北朝鮮という、ならず者を相手に
i/201404/0006885294.shtml
「交渉」など出来ようはずもありません。
左から佐波優子アナ、長瀬猛神戸市議、徳永信一弁護士、三輪和雄キャ
ス

この戦いは拉致被害者の命と同時にわが
国の未来がかかっているのです。一歩も
退くわけにはいきません。
判決の解説、判決文の全文は救う会兵
庫のホームページで公開して参ります。
また、控訴審のスケジュールは、第一回
公判が秋ごろ開かれると思います。併せ
て６月の県議会に請願と住民監査請求を
行います。
まだ戦いは緒に就いたばかりです。引
き続き倍旧のご理解とご支援をよろしく
お願い申し上げます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
朝鮮学校に補助金、あってはならぬこ
と。私は最後まで支援し続ける。拉致問
題に首を突っ込んだものとして。そして
犬猿の友（？）として。

教育を正す東葛市民の
東葛市民の会
教育を
千葉)
5 月 1 日 草 野 和 子(千葉)

皆様、初めてお手紙差し上げます。
今回通信（Ｍ情報）をいただきまし
たので、お礼を兼ねて、近況を報告さ
せていただきます。
私たちは「教育を正す東葛市民の会」
を１５年くらい前に設立し、活動して
まいりました。地元ではわりと名が知
れてきています。地域は千葉県北西部。
千葉と言うより、東京のベットタウンで
す。具体的には、
・男女共同参画条例を止めました。
・住民投票条例(松戸)を止めました。
他にもいろいろやってきました。
私たちは今、図書館と戦っています。
昨年11月に、「はだしのゲン」を中・
小学校図書館から撤去。今年になって
図書館に、中学、高校歴史教科書を入
れてほしいと要望しています。ただ、
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文科省は「地方行政に任せている。」 日本はなぜ
日本はなぜ、
「慰安婦問題」
はなぜ、「慰安婦問題
慰安婦問題」で圧倒
と逃げていますが。
的に不利なのか？逆転する方法
そして、今回「元従軍慰安婦スボク
さんの決心」という紙芝居を撤去せよ は？
大阪）
と請願を教育員会にだしましたが、全 5 月 21 日 戸 咲 光 弘（大阪）
部不採択です。
皆さんご存知のように、韓国は、
「全ア
いつも、「自分たちには入れる入れ
「全オーストラリア」
「全カナダ」
ないの権限はない。現場の校長に任せ メリカ」
ている・・・・」と逃げられる。無駄 「全台湾」に「慰安婦像」をたてようと
でした。いくら請願を出しても無駄で しています。そして、アメリカでは、実
際にたてています。
した。
どこかでストップしなければ、必ず、
あんな教委はお飾りです。「お飾り
委員会」です。 それで世論に訴える 「全世界津々浦々に慰安婦像を！」とな
べく、チラシをつくり配り始めました。るに決まっています。しかし、日本側に
「慰安婦はただの売春婦で、全然性奴
今、全国の図書館、小中学校と合わ は、
せ、「はだしのゲン」に、いくら税金 隷ではなかった」という強力な証拠があ
が使われたか算出しています。だいた り ま す 。 そ う 、 ア メ リ カ 軍 の 報 告 書
い調査が終わり、約２億円です。昨年、 （1944 年）です。そこには、慰安婦た
「ただ
1年間図書館を調べ、かなりのことが ちが、高給をもらって働いていた、
わかってきました。いづれまとめて文 の売春婦だった」ことが明確に記されて
章にします（期待しています；増木） いるわけです。
アメリカは、当時日本の敵国。だから、
大阪では、
1332万９４２３円です。
「日本の印象をよくしよう」
「はだしのゲン」の購入費はものすご アメリカに、
「日本の
い金額です。
「黄金の靴を履いたゲン」 という動機は全然ない。むしろ、
に変えなければなりません（座布団3 悪を見つけよう！」という動機が強かっ
枚！）。このお金が、左翼出版社に流 たと思います。だからこそ、アメリカ軍
れているのです。そして左翼の活動カ の報告書は、全世界の人にとって説得力
ンパとして還流するわけです。本当に があるのです。そして、英語なので、速
公金泥棒です。徐々に追い詰めていき やかに全世界に拡散していくという強力
な利点があります。
ましょう！
こんな還暦を過ぎても、一生懸命頑 まだの方は、報告書をご一読ください。
張っています。子や孫の代が安らかで これを、メルマガ、ブログ、フェイスブ
あってほしいと思います。そして、こ ックなどでどんどん拡散してください。
これが十分世界に拡散され、
「常識」にな
の日本が大好きですからがんばりま
ったとき、日本の名誉は回復されるでし
しょう。
ょう。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
とはいえ、韓国側にも、強力な武器が
草野さんは若かりし頃吹田に住まれて
あります。それは、
「日本政府が認めてる
いたとか。ご縁を感じます。増木
じゃん！」というもの。

芳子の独り言
芳子の

そう、いわゆる「河野談話」です。
これについて、今回は二つおたよりを
ご紹介します。
一つは署名のお願いになっています。
日本の名誉を守りたい方は、是非ご協力
ください。私も署名しました。
署名先 慰安婦像設置に抗議する全国地
方議員の会
http://www.no-ianfu.jp/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
私の生業は学習塾。若かりし頃、阪急の
全駅前に教室を作ってやる。と燃えたも
のだ。増木

河野談話のついての署名活動
河野談話のついての
のついての署名活動 5/8

地方議員の「河野洋平氏を国会に招致
し、慰安婦問題の再検証を行い日本の名
誉を取り戻す」署名は、５月末までなの
でまだ途中だったが、検証が終わってし
まったら意味がないとの事で、ご一緒す
る事にした。
国会議員中心の署名は、142284 筆。
地方議員中心の署名は、１４６９９筆。
菅官房長官は、テレビでしか存じあげな
かったが、しっかり話を聴く真面目な方
だった。聞いているようでちっとも聴い
ていない国会議員んが多い中・・・素晴
らしい。さすが、安倍総理の片腕

東京都杉並区議 松浦芳子
日本橋のたもとから始まって、港区、
荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺、中野駅と「慰
安婦像設置に抗議する全国地方議員」主
菅官房長官に署名を
署名を手渡す
手渡す 4/19
菅官房長官に
河野談話が独り歩きしてしまっている。 催で、署名活動が行なわれた。
その後、安倍総理が「強制はなかった・・」
2 時間もかけて駈けつけて下さった久
という閣議決定があるというのに、この 我いすみ市議会議員、桜井松戸市議会議
決定をもっと世界に訴えればいいに・・・ 員。山本大和市議会議員、有難い。一日
と思っている。外務省はしっかりして欲 車を運転して下さった二瓶前港区議。す
しい！ 現実には、河野談話があるでは ごい迫力で飛び回って署名が一番集まっ
ないか・・、地方自治体でも慰安婦につ たか・・・辻村狛江市議会議員。
荻窪駅では、車を止める場所を捜して
いての意見書が出ており、河野談話を認
めているではないのか・・・と言われて いたら通報が入って警察官が「免許証を
しまう。残念でならないが、山田宏衆議 見せて下さい。道路使用許可証を見せて
院議員の質問に 石原前官房副長官が、 下さい」と・・・。
まだ車も止めていないのに・・・あま
真摯に答弁をされた。
１６人の慰安婦の証言について裏つけ りの通報の速さに驚いてしまった。
阿佐ヶ谷でも高円寺でもおかしな人に
調査もしていない事。当時は、出来る状
態でなかった事等々、しっかり誠実に語 「歴史の事実を知らないのか」「女のく
せにこの人たちの気持ちが判らないのか
られた。
菅官房長官は、検証をするという事で 恥ずかしい」とか・・・言われたが、事
検証チームもつくられるとか・・・。
実を知っているからこそ活動しているの
中山なりあき議員よりお電話を頂き、国 に・・・。まったく！！
会議員が中心となって集めた署名を持っ ※ 穴埋めにひっぱて来ました。すみませ
て行くという。
ん！ （編集者）

11
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日教組毒
にやられた、若き後輩
日教組毒にやられた
にやられた、
後輩に
に
お説教
Ｍ情報 増 木 重 夫
5 月 21 日
今年の春、国士舘大学を卒業し、母方
の故郷鹿児島で政治家の修業を始めたジ
ャパハリこと松田君！ 少々お説教を！
彼が先月 26 日、大阪に来た。そして
その日、ちょうど救う会大阪では街頭署
名。有無を言わせず付き合せた。「有無
を言わせず！」が慣習になっている。
約 2 時間の署名が終わり、慣例で近く
のマクドナルドでお茶。
私はいつものように、参加者全員、7
人分のコーヒーを買って 700 円払った。
私のポケットマネーではこれが限界。カ
ンパ金を、たとえ一人 100 円でも飲食に
使うことだけはやったことがない。絶対
ダメと思っている。
そしてかわいい、私好みの店員が準備
している。その横で松田君が飲み物とハ
ンバーガーを買い、それらを受け取って
いる。そこで私はきつい一発。
「オイ！ 全部で７つやで」
「いや、自分の分だけ買いました。全員
の分を買うお金はないですよ。」そこで
私は、少々きつめに
「あっちで食え！ 食べ終わるまでこっ
ちに来るな。」
彼はなぜ怒られたかピンとこず、不服
そうに隣の席に行った。ポツンと一人。
彼の気持ちはこうだろう。自分は腹が
減った、だから自分のお金でパンを買っ
た。だれにも迷惑をかけていない。どう
して怒られるのだろう。
ここで私が彼に言いたいのは主語がす
べて「私（自分）」。これが日教組毒な
のだ。

活動資金ご協力のお願い

本来の日本は「自分は腹が減った、し 無許可で停車街宣やってる。ジェリーが 組合やめて、個人で会社と交渉すべきで
かしみんな食べてない。あと 30 分もし 紐を食いちぎって飛んでいきそうだ～～。 はないか。テメ～～ラが組合なる集団で、
戦っておきながら、国家が集団で戦って
たら解散だ。それまでちょっと待とう。」 早く掃除して～～。」
彼に言いたい。もし一般企業に就職し、 「アカン、増木さん、すぐ排除するから はいけないのか。
集団的自衛権、まさに組合そのもので
周囲が全員先輩であってもこのようなこ しっかり紐にぎっててや！」などと・・・
和やかな会話。
しょ。
とができるのか。と。
そしてふっと思った。彼らは集団的自
今、二瓶氏らと、嫁に対しての集団的
「ＫＹ」という流行語があった。「空
気読めない」、要は「自分勝手」と言う 衛権に反対の演説をしている。それなら 自衛権の行使を研究中！
ことだ。パンの代金をだれが払うかとい
【ご支援等の口座】
う問題ではない。「周囲に合わせる。」
郵便振替 ００９８０ ８ ２４５５４７ MASUKI 情報デスク
と言うのも日本の美徳の一つではないだ
三菱東京UFJ銀行 千里中央支店 0044349 普通 増木重夫
ろうか。解散するまではチームなのだ。
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、
この日、初めて参加した人が一人おら
ビラ等の制作費・備品購入費等
れた。松田君よりちょっと兄貴。彼も腹 ご支援を賜り心から御礼申し上げます。こ
が減ったのだろう、ハンバーガーを注文 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
・NPO 法人百人の会 ・救う会大阪
し、それが入ったトレイを持って席に着 子供達に誇りある国を残すため、日々命が
・秋田美輪さんを救出する川西市民の会
いた。と同時にすぐに空気を読み、「僕 けで戦っています。ところが問題は活動資
・米国に原爆投下謝罪を求める会
だけ勝手なことをしてすみません。」と 金。今まで以上にがんばります。何卒資金
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
やたら恐縮していた。これが大人だ。
※ 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
社会に出ていく松田晃平君へ
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・竹島を奪還する会・関西
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
《編集後記》
編集後記》
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
集団的自衛権とは
集団的自衛権とは
◇ 前記口座、または同封の郵便振替に
5 月 21 日 Ｍ情報 増木重夫
てご協力ください。
○ カンパ金の主な使途は下記団体の、
・活動の資料等の発送費・道路、公園
ジェリーこと中谷良子が 2 か月毎日街 ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
頭署名を始めて一月半になる。特に平日
原稿・同封資料の
同封資料の募集について
募集について
原稿・
は皆仕事があるからなかなか参加しにく
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
い。だからついつい放ってもおけず応援
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
に行く。そうするとほかの仕事ができな
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
い。毎月 20 日までには発送を終えよう
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。
と思っているＭ情報もいつ発送できるや
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
ら。
諸情報のメール配信
諸情報のメール
のメール配信について
配信について
一昨日のことだ。街頭署名応援のため
ですが、試しに一度受信してみませんか。
大阪市役所前に出向いた。なんと「全労」 『Ｍ情報』では、日々、全国各地の仲
ご不要でしたら即停止いたします。要領
が街宣車をだし道路を占拠し演説中。
「道 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
路使用の許可を取ったのか。」と聞くと、 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」）
。
「とってない。」と言う。すぐに警察の 送します。内容はどこよりも詳しく多種
h100prs@oregano.ocn.ne.jp
「量が多過ぎとお叱りを受けるの
担当へ電話を入れ排除を要請。「組合が 多様。

