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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
現代撫子倶楽部
米国に原爆投下謝罪を求める会
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

てくださって、体調の悪い時も撮影、
３万４９５５筆お
慰安婦像設置に抗議をする全国
請願紹介議員田沼隆志議員ととも
お
チラシ配布なども積極的にお手伝
地方議員の会として、
に提出してきました。
百人の会のメー
いくださった、ぼーちゃん。
今後、第２段署名活動も実施予
ルでは、
「百人の会 「河野洋平氏を国会に招致し慰安
ただでさえ、土日は関西の活動が
の仲間たち、
『そこ 婦問題の再検証を行い日本の名誉 定です。みなさまのご協力に感謝 目白押しにもかかわらず、平日まで
まで言って委員
身を粉にして私に寄り添ってお手
を取り戻す」
申し上げます。
会』を乗っ取る」
伝いくださり、眠たいのに毎日レポ
署名活動において、日本全国から 草莽全国地方議員の会
とタイトルを書き
ートを書いてくださったミリーさ
会長代行 二瓶文隆
配信したが、さす 更には海外に居住する日本人の方
ん。
が、ペーパーにな から署名いただいた、第１回分の
東西の護国活動すべてに分け隔
るとそこまで書い
てなく汗を流してお手伝いされて
３万４９５５筆の署名と請願書を、当日参加地方議員
ていいんかい。
「田
いる新風の金子議員。
島女史を撃沈」こ 内閣総理大臣あてを内閣官房内閣 松浦芳子杉並区議 二瓶文隆前中
東京からは、わざわざ私の活動に
の程度にしておこ 総務室に中山成彬議員らと、衆議 央区議 小島健一神奈川県議 せ 多忙なスケジュールの合間を縫っ
う。
て駆けつけてくださった「慰安婦像
院議長あてを衆議院請願受付に、
ぬま剛足立区議
5 月 2 日、大阪
設置に抗議をする全国地方議員の
山本へるみ前港区議 田
京橋の読売 TV で、
会」代表・東京都杉並区議会議員の
中ゆうたろう杉並区議
たかじんの「そこ
松浦先生。
まで言って委員
そして慰安婦像撤去を求める地
松浦たけあき事務局
会」の収録があっ
方議員の会会長代行の元東京都中
紹介議員
た。この収録は隔
央区議二瓶文隆先生。
田沼隆志衆議院議員
金曜毎、2 本分を
某市議会議員の方。
収録する。2 日に
東京から激励に駆けつけてくだ
～～～～～～～～～～～
5 月 4 日と 11 日
大阪では、現代撫子倶楽部（代 さったチャンネル桜キャスター、
放映の分を撮った。
「正論の会」
表 Jelly こと中谷良子）が、4 「日本世論の会」会長、
その後半、11
月 5 月、毎日 6 時から 8 時、 代表の三輪和雄氏。
日放送の分を百人
最初から最後まで様々な意味で
梅田と難波交互に 2 か月マラソ
の会の仲間で乗っ
ご尽力いただき、走り回ってくださ
ン署名に挑戦。完走。約 600
取った。！？ ち
った増木さん軍団。
人の署名を私（増木；たまたま
ょっとお手伝いさ
いつもご家族を待たせながらも、
上京の予定があったので）が二
せていただいたの
時々お手伝いくださった M さん。
瓶氏に預けました。
だ。
一生懸命チラシ配布をお手伝い
以前から懇意の
くださり、励ましてくれた A さん。
、
からのお
Jelly
からのお礼
礼
Ｉチーフプロデュ
いつも高い電車賃を払いながら
ーサーより人選の
２カ月におよぶマラソン的、 後半頑張ってお越しくださってい
相談を受け、私な
ロングラン街宣が無事、終了い た K さん。
りに企画に沿う
愛国美女コンビのマンディさん、
たしました。ご協力くださった
方々を推薦させて
皆様に心より御礼申し上げます。 署名ハンター美鈴さん。
いつも情熱的な思いがほとばし
いただいた。いや
いつもお仕事帰りに駆けつけ
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左より前列、小島健一神奈川県議 松浦芳子杉並区議、二瓶文隆元中央
区議、後列、せぬま剛足立区議、田中裕太郎杉並区議、中山成彬衆議員

「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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っている春雨さん。
いつも日章旗片手に横断幕などを持っ
てくださっていた I さん。
いつも元気で笑わせてくださる S 隊の
皆様。
寡黙ですが、人 一倍私のことを心配し
てくださり、お気遣いしてくださる山道
さん。中島さん。
Z 会の街宣から流れてきてくださった
S さん。
強い風に吹かれてもずっと横断幕を持
ち続けて２時間頑張ってくださった愛国
お爺ちゃん T さん。
前半、ほぼ毎日お手伝いくださってい
た A の方々。
生中継してくださった Chaka さん、
名古屋からわざわざ駆けつけてくださ
った大塚さん。
いつも 饒舌な演説の山内さん。
素晴らしい撮影、そして見事なチラシ
捌きだったダイナモさん。
最終日にご寄附をくださった日の丸行
進の会、石黒代表。
募金箱を持って大声で募金の呼び掛け
をしてくださっていた M さん。
ここには書けない方にも、お疲れのとこ
ろお手伝いいただきました。思いつくま
ま御礼の言葉を書かせていただきました
が、もしお名前を書き忘れている方がい
らしたら、失礼ながらお教えくださいね。
。
そして、警察の方々も毎日大変な日々
をお過ごしのなか、朝から晩までお休み
なく、本当によくお付き合いくださいま
した。参加者の皆様も大変お疲れだった
と思いますが、警察の方々もただでさえ
ストレス等が溜まっておられるのに、２
ヵ月間もの活動においての疲労感は半端
ではなかったと思います。心より感謝申
し上げます。ありがとうございました。
。

５月３１日の最終日の街宣には、大阪 く配っていたり、寒さに震えながら横断 ているのは、見知らぬ方々と思いが共有
市役所前に２日間連続で現れたバッチグ 幕を持っておられたり、歩行者に嫌味や できたり、通じ合えた時の喜びと感動で
ーお爺ちゃんも駆けつけてくださり、花 野次を飛ばされてもグッと我慢して感情 す。 何気ない会話の中で笑いあえたり、
を添えてくださいました。
を殺して日本のために、と署名用紙を持 価値観が共有できたとき、些細な事で思
っていた方々が、募金箱をお持ちだった いもよらぬ反応が返ってきた時など、何
ミリーさんのご報告★
★ミリーさんのご報告
報告★
皆様 が主人公です。私から、みんなに拍 ともいえない感動がこみあげてきます。
2 ヶ月に及ぶ連日街宣、本日最終日、 手を送りたいです。
。
この数年間、私を支えてきたこの感動の
ジェリーちゃん見事にやり遂げたね！
街宣期間中は、かけがえのない経験を 場面を、これからもみんなと共に、たく
30 代男性「以前、署名したけど家族の分 させていただきましたし、新しい発見な さん作っていきたいと思っています。
も書きます。ジェリーさんのブログ見て どもあったり、腹が立ったり、嬉しかっ
みんな、２ヵ月間ありがとうね。また
ます。奈良でやってた街宣も動画を観ま たり、イライラしたり、いろんな感情が 再開するときは宜しくね。
した。向こうの人達にすごい、言われて 交差していましたが非常に有意義であり、 ５月３１日の最終日の署名は１６名、
ましたね」この方も時を経て、納得して 面白い挑戦でしたし、それと同時に私に 募金は１２，３５２円でした。
家族の分も署名してくださって嬉しかっ 最後までお付き合いくださった方々に対
５月の署名のトータルは２５１名、４
たです。
しても拍手を送りたいです。本当にお疲 月分の署名、３６０名と合わせると、合
ジェリーちゃんがブログに載せてくれ れ 様でした。
計６１１名の署名を集めることができま
た私の報告レポの繋がりで、じわじわ周
ここに集まったみんなは、右左の思想 した。
。こちらの署名は、4 日に二瓶文隆
知できてるのかな？
など関係のない日本の魂、鑑です。
議員のもとに、お届けいただきます。
50 代男性「僕はパイロットをしている。 それは、荒巻さんがお手紙で書いてい
そして５月の募金総額は、合計１５７，
韓国へ飛ぶとき、
『ドクト』と言う名のと るように、まだまだ日本も捨てたもんじ ２３４円で、拡声器や横断幕などを入れ
ころを通る。従軍慰安婦などいない、頑 ゃない、ということです。それまでは週 るロッカー代１日８００～１０００円×
張って」ちょっと分かりづらいですが韓 １ペースの活動でしたし、そのような中 １３日分=１４６，４３４円で、この募金
国が『ドクト』アピールのため、そう名 で反応をうかがうことはできても、一時 は、６月２８日、百人の会 26 年度総会
付けた地点を飛行機が経由しているのか 的なものでしか判断できなかったわけで にて、基調講演のため来阪されるなでし
な？
すが、２カ月間という長丁場での活動で こアクション代表の山本優美子氏に、辻
30 代男性「河野洋平、証人喚問せなあ は自身の血となり、肉となるような経験、 淳子理事長に立会人になっていただき直
かんけど、出てくるかな～？」
出会いをさせていただき、私の個人的な 接お渡ししたいと思います。
30 代女性とお母さん「従軍慰安婦問題 見解ですが、かなりの手応えがあること
ご協力くださいました皆様、本当にあ
知ってます、これは許せませんね」
を確信し、そして日本の世論の風向きが りがとうございました。心より感謝申し
いずれの方も署名&募金ありがとうご
一気に変わったことを心底、肌で実感し 上げます。
ざいました！ 他にも沢山、話した方が ました。もちろん完璧ではありませんが、 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～
いますが、思いつくまま書いてみました。 それくらい歩行者の反応が過去の反応と
私の「尊敬」の基準は、自分のできな
ジェリーちゃん、ほんまお疲れ様でし
現在の反応では、たった数年であるにも いことをいとも簡単にやってしまうやつ。
た！少し休息をとってくださいね(^○^)
かかわらず、違いを見せているんです。
私の生まれて最初の街宣は 20 年ほど
ですから、街宣もデモも無意味ではない 前になる。
「横田めぐみさんや有本恵子さ
ので、活動家のみんなにはどんどん継続 んを救おう」とマイクを持った時だろう。
していただきたいと思います。
それ以来星の数ほどマイクは握ったが、2
失敗を繰り返し、活動はデメリットだ か月毎日という記憶はない。はじめ「2
らけですが、現在の自分の原動力となっ か月毎日やるから」 《次頁 4 段目へᵄ》
月間の活動を
活動を通して感
して感じたこと
２ヵ月間の
私の活動は様々な方々の支えによって
成り立っているんですね。決して私が偉
いのではなく、チラシを一生懸命休みな
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リー、山道さんがガンガン反対運動を展
開してきました。その効果か「市民投票
条例」が下火になり、われわれも矛を収
奈良県生駒市 西 本 順 一
めました。そしてそれを市長はじっと待
っていたんでしょう。時機到来と言うわ
6 月 3 日、一本のメールが入った
百人の会は「教育再生」。地方自治は関係 けです。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～ がない。と言っても、皆「何でも屋」と
かと言って我々に即効性の手があるわ
百人の会の皆様の日々のご活躍、ご苦 思っているので無視もできない。そこで けでもありません。
労様です。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
他人事かと言われそうですが、私の持
さて、早速で恐縮ですが、皆様におか メール拝受。生駒の件は津田君より聞い 論は「選挙で負けたらその時に勝負はつ
れましては、
「外国人参政権」の問題につ て、少々は知っています。
いている」です。だからと言って指を銜
きましてはどのようなお考えをお持ちで また、百人の会は東京の村田春樹（自治 えとけというわけでもありませんが、基
しょうか？
基本条例に反対する市民の会）とも懇意 本的に議会構成ですべてが決まるわけで
現在、私の住む生駒市では、外国人投 にしている団体です。
す。
票権を含む「市民投票条例」が市長より 貴兄の自己紹介をお願いいたします。百
市長反対派がどれだけいるのか。市長
６月市議会に上程され、賛成多数で可決 人の会をお知りになった経緯もお聞かせ 賛成派に反対に回ってくれそうな人がい
されようとしています。従来から指摘さ ください。
ないか。そこへ効果があるかないかわか
れる問題に加え、生駒の場合は、その条 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～ りませんが、頼みに行くしか方法はない
例案を策定した市長が設置した組織が、
早速のご返信ありがとうございました。 と思います。今更街宣やデモをしても、
違法・無効であると地裁・高裁で判決を 素性も明かさず、大変失礼致しました。 議会構成をひっくり返すパワーがあれば
受けたにもかかわらず、そのまま継続し 私は、生駒市在住の一般市民ですが、
いいのですが。力関係で負けていればど
ていること、市の広報紙で、
「外国人参政 貴会の理事を務められる山本和敏社長の うしようもないと思います。 増木
権は憲法で認められている」との誤解を 「日本時事評論」の配布を通じて、世直 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～
与えるような情報操作もどきの記事が掲 し活動を行っている者です。大阪府箕面
アドバイスありがとうございました。
載されたことなど、疑問があります。
市で同様の活動をしている仲間が貴会か 今日は、とにかく党派・会派を問わず、
もし可能であ れば、皆様の活動やネッ らのメール通信を頂いており、紹介を受 アタックしてみました。豊中市の時には
トワークで、何とかストップをかけるこ けました。
反対に廻った共産党ですが、今回は賛成
とができないでしょうか？
3 年前、他の団体も含め、かなり抗議活 との事。
勝手なお願いで申し訳ございませんが、 動が盛り上がった時期があり、一旦は市
市役所・県庁の記者クラブも訪ね、こ
ご検討いただければ幸いです。
長も上程を見送りましたが、突然この 6 の件を取材してくれる様、お願いしてみ
月議会に提出して来ました。少ない時間 ました。
西本 順一
の中で、出来る限りの事をしたいと思い、
明日からは、議員宅周辺の住民にビラ
奈良県生駒市○○○107-27
突然失礼とは思いましたが、メールさせ 配布し、直接抗議してもらう様、お願い
mail tavihalmaab3・・・・
て頂きました次第です。よろしくお願い してみるつもりです。
mobile 080-3836-・・・・
致します。
西本 順一
また何かアドバイスございましたら、
～～～～～～～～～～～～～～～～～～ よろしくお願いします。 西本 順一
「日本時事評論」
・・・・それを先に言っ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～
てください。20 年の友です。
身を切られるようなメールで、つらい
生駒では数年前、荒巻君や西村、ジェ ものがありますが・・・・。
NPO 法人百人の会
増木様
～～～～～～～～～～～～～～～～～～

《ᵄ前頁末尾より》 と聞いて、冗談だ
ろうと思った。選挙演説なら 2 か月くら
いはだれでもやる。しかし何の利益もな
いのに、これはできるものじゃない。途
中で音を上げるかなと思った。まさかや
りきるとは。
（増木）

My name is M.S. I'm an
an American,
living in Southern California. 5/22

Dear "Jelly,"
I recently watched a few of your
(and your group's) videos and read a
few things on your website. There
are two positions of yours that I
agree with:

1) I'm against that comfort women
monument in Glendale. The mayor
needs to throw out that bronze
statue.

2) The aggressive behavior of the
Koreans needs to stop. Their actions
are damaging the relationship
between Korea and Japan.

南カリフォルニア州に住んでいるアメ
リカ人の方から、以下のようなメッセー
ジをいただき、とても嬉しく思います。
彼は、私の youtube をたまたま観たら
しく、そこからいろいろと調べて、私の
ブログに行き着き、記事を読んでくださ
って、韓国が作った慰安婦碑にアメリカ
人としても反対であり、韓国人の感情的
すぎる行動が理解できないと文中で仰っ
ておられます。
アメリカ人の中でも、このように韓国
の実態がわかっている方々もいらっしゃ
ることが、せめてもの救いですね。
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３年前、現３年生が入学してきたとき、
花園中はかなり荒れていたという。
１年のときから現３年を担当している
福島教諭は「この子らも、喫煙、夜遊び
は当たり前で、上級生に暴力をふるった
り、学校のものを壊したり、教師に暴言
を吐いたりᵁ。それほどグレてない子で
も髪を染めたり、ピアスをつけて学校に
来たりしていました」と振り返る。
「もちろん、まじめな子も多かったの

ですが、いわゆるサイレントマジョリテ
ィーで、グレている生徒とは距離を置き、
非行を目にしても教師に伝えることをせ
情報提供
兵庫
中 曽 千 鶴 子
ず、関わり合いになることを避けていま
した」
“荒れた中学”変えた「特攻隊」、非行 のまま終戦を迎えることに。終戦後、生
当時、同校に赴任したばかりで、学年
生徒らは明らかに変わった
き残った坂本が遺族の元に届けた遺書に 主任となった福島教諭は、まず校則違反
は、家族の幸せを願う中村の思いがつづ から正していった。ピアスや髪染めなど
３年生２１０人が演じた「特攻劇」、教 られていたᵁ。
目に見える違反は、保護者も交えて話し
師も親も泣いた
ロングラン公開中の映画「永遠の０」 合って改めさせた。またサイレントマジ
http://sankei.jp.msn.com/west/west を思わせる内容だが、劇を制作・上演し ョリティーのまじめな生徒に、非行やい
_life/news/140307/wlf14030715 たころはまだ映画は公開されていない。 じめがあれば教えるよう依頼した。
060033-n1.htm
指導・監修にあたった福島哲也教諭 （３
生活指導を受ける生徒は当然、反発し
２）は「まだ中学生ですから、原作の本 たが、「彼らは、どうせオレなんて、私
荒れた中学校が特攻隊をテーマにした も読んでいない者がほとんどだったでし なんて、という疎外感をどこかにもって
劇を契機に大きく変わろうとしている。 ょう。図らずも、話題の映画と同じテー いる。教師の側が腹をくくって接してい
大阪府東大阪市の市立花園中学。現３年 マの劇を学年全体が一丸となって制作で れば、自分たちは見捨てられていないと
生は入学時、髪を染めたり、ピアスをし きて、教師も生徒もみな感動しています」 いうことを必ずわかってくれると信じて
たりといった生徒が「普通」で、暴力、 と話す。
いました」。
喫煙など非行が絶えなかった。それが、
感動したのは３年生と教師だけではな
熱血教師らの指導もあって、バラバラだ い。「いつもはざわざわと私語が絶えな きっかけは特攻資料館
きっかけは特攻資料館
った学年が劇制作などを通じて一つにま い１、２年の生徒も静かに劇に見入って
そして、次に打った手が１年時から計
とまり、下級生にも「いい影響」が広が いました」と福島教諭。保護者の多くも 画をスタートすることになっている修学
りつつあるのだ。卒業を控えた３年生と 目を真っ赤に泣き腫らし、後日劇を収録 旅行。平和学習ということで長年、定番
教師の軌跡をたどる。（古野英明）
したＤＶＤを見た付近の高齢者の中には 旅行先だった長崎ではなく、福岡県の特
「号泣される方もおられました」という。 攻資料館「大刀洗平和記念館」に決めた。
体育館を包んだ嗚咽
んだ嗚咽
体育館を
「原爆投下や大空襲だけが悲惨な戦争体
グレる生徒、
まじめな生徒ᵁ
グレる生徒
生徒、まじめな生徒
生徒ᵁ互いに 験ではないでしょう。家族のため、国の
疎外感
ために特攻に志願せざるをえない状況に
追い込まれ、尊い命を犠牲にした若者が
たくさんいたことを生徒たちに知っても
らいたいと思ったんです」と福島教諭。
事前に特攻に関する資料を調べるなど
の学習をさせ、迎えた昨年６月の修学旅
行当日。生徒たちの多くは、命を散らせ
た特攻隊員らが出撃前にしたためた遺書
や遺品、特攻関係の資料を前に無言のま
ま釘付けになった。「生徒は特攻はおろ
か、戦争のことをほとんど知らなかった
昨秋、開かれた文化祭。３年生２１０
人全員参加で作り上げた劇「青空からの
手紙」が終わるころには、会場の体育館
のあちこちで嗚咽が漏れていた。
テーマは第２次大戦末期の特攻隊員の
悲劇と生き方。結婚して子供が生まれた
ばかりの主人公・中村正は、海軍で出会
った友人の坂本から「お前には家族がい
る。ここは俺に任せろ」と志願を止めら
れたが、「自分だけが生き残るわけには
いかない」と先に志願した友人に続く。
結局、先に出撃したのは中村の方で、そ

でしょうが、彼らなりに何かを感じ取っ
たようでした」

劇制作通じ固い絆ᵁ教頭も
教頭も「闇まぎ
劇制作通じ
感涙」
れ感涙」

旅行後、その「何か」が具体的に形に
なっていく。「特攻をテーマにした劇を
文化祭でやりたい」。教師たちが助言し
たわけではなく、自然発生的にそんな声
が上がり、キャスト、ナレーター、道具
係、衣装係、音響、照明、パネル、合唱
など、学年全員が何らかの役割を負った。
夏休み中には、オーディションで選ばれ
たキャストの生徒９人が稽古を重ね、２
学期が始まるころにはすべてのせりふを
覚えていた。
制作委員の一人である生徒は「現代で
は考えられないような悲惨なことが、そ
んなに遠くない昔に実際に起きていたと
いうことにショックを受けました。そし
て、そういう人たちの犠牲の上に、今の
自分たちの平和があるんだ、と強く感じ
ました。そんなメッセージを伝えられた
らという思いで劇を作りました」と話 す。
そして迎えた９月の文化祭本番。劇の
完成度は高く、榎本欣弥教頭は「私も泣
きました。生徒たちに見られたら恥ずか
しいので、暗闇に紛れてᵁ」とそのとき
の感動を語る。
「１年のころはツッパリだった生徒も喜
んで裏方の仕事をやっていました。どの
子も自分が自分が、というのではなく、
それぞれの役割を黙々と果たし、学年が
一つになっていました。こいつらすごい、
と思いましたね」

３年生の

《次頁 4 段目へᵄ》

校長 にも元気
そして 卒
校長にも
にも元気よく
元気よく挨拶
よく挨拶ᵁ
挨拶ᵁ そして卒
業
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去る 4 月、東大阪市にて慰安婦検証展
が開催されました。
3 月の宝塚市の保守系団体 OAJPP の
主催による同じ展示会開催を手伝わせて
いただき、基礎的な知識を持たない私の
様な一般人にも理解のできる、優しい非
常に有意義な展示であったと感銘を受け
た事もあり、実家に寄ったついでに激励
と差し入れの為に足を伸ばさせて頂きま
した。 ところがᵁ。会場付近には不審
な集団と日章旗を意匠に取り込んだ幟の
一団の二組がᵁ
※ 下の写真はトラブル前の写真です。
「ああ、これはᵁ普通の人が入りにくい
雰囲気だな。
」と。会場内で見知った方が
居らっしゃったので伺ったところ、不審
な集団は慰安婦展の開催に反対する左翼
集団であるとの事。もう一方、日章旗の
方は見た目通りの保守系団体である模様
です。この後二者の対峙を制止するよう
な形で警察が介入致しました。もうこの
時点で、一般的な視点では、日の丸を背
負った右翼集団と左翼集団が警察をはさ
んでトラブルを起こしている画にしか見
えません。その時点でそんな怪しげな集
団が関わっている展示会にあえて入って
いく人が居るでしょうか。いくら無料の
展示会でも、若干の恐怖心を覚えて躊躇
してしまいます。実態がどうであれ、”こ
ういう構図を外に向けて発信してる”だ
けで、まさに反対派集団にとっては”目
的を果たした”という状況なのです。
「慰安婦問題に関心の無い方を含めて多
くの方に実情を知らしめ問題を提起す

百人の会
百人の

椋 本

薫

る。」
この為に多額の資金を投入し、多くの人
が協力しこの展示会を開催した筈です。
ところが、入りにくいという空間を演出
してしまっては、その目的を果たせませ
ん。 非常に有意義な活動に少しでも協
力したい、その気持ちは大いにわかりま
す。ただ、政治啓蒙活動においてはあく
まで対象が一般市民であること、そして
その方達にどう見えるかと言う事を頭の
中に入れないといけないのではない で
しょうか。この展示会に関して、私はあ
くまで第三者であり、主催の方たちがど
う考えているかは知りません。しかし、
一入場者として非常にもったいない状況
になっていたという感想は拭えません。
（実家の両親に当該展示会の推薦がとて
も出来ません。そのくらい、芳しくない
状況でした）
あくまでこの展示会の件は一例でしか
ありません。他の活動を見ていても話し
方や見え方で先入観を持たれてしまうよ
うな活動が散見されます。日本をより良
くしていく為には、多くの方の賛同協力
が必要です。その事を考慮して、自分達
の活動が第三者からどう見えるかを想像
してみて下さい。自分の活動を一歩引い
た視点で見た時にどのような印象を受け
るかを思い起こしてください。 正しい
活動ならばこそ、多くの賛同者を得て実
現すべきではないでしょうか。せっかく
の活動も、もったいない方法を用いて、
賛同者を得られるチャンスを逃してませ
んか？
大阪府茨木市 椋本 薫

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 《ᵄ前頁末尾より》 影響を受け、他学
宝塚市でも同様な企画が今春あった。 年も変わりつつある。
そして、会場近辺の逆瀬川駅で、東大阪
赤壁英生校長によると、校内ですれ違
と同様なビラまきの小競り合いがあった。 ってもあいさつどころか、目を合わせよ
そのトラブルに参加した人は主催者の森 うともしなかった生徒たちが 「あいさつ
田氏により連れ戻され、会場の小部屋に をするようになりました」。また、以前
その日の展示会が終了するまで監禁（？） は委員会活動に生徒が参加することはな
されお説教！！
当然です。
く、実質、教師だけで行っていたが、最
東大阪と宝塚、何が違うのか。このよ 近は積極的に生徒も参加する ようにな
うな冷静な書き方をすれば、どうすべき ってきたという。
だったかはだれの目にもあきらかだと思 「まじめにやったら損する、悪いことを
う。まして国旗を掲げてトラブッタのな して正直に言ったら怒られる、という考
ら、「車で大きな音を鳴らして走る人も えが改まってきたように感じます。今の
車を使わない人も、国旗を持った人たち ３年が作ってくれたいい雰囲気を全生徒
は迷惑な人たちね。」となってしまう。 にもっと広げ、引き継いでいくことがわ
国旗を大事に思う私には甚だ迷惑だ。
れわれの仕事だと思っています」と赤壁
東大阪の応戦した人に言わせると「左 校長。
翼が攻めてきた。」と、なるのだろうけ
受験のまっただ中にある３年生は２月
ど、公開でやる以上は辻本清美が来ても 末、自分たちで実行委員会を立ち上げ自
拒否できない。それがいやなら招待状を 主的に「冬の運動会」を実施した。「少
配り、内輪の会にしたらいいのだ。椋本 しでも勉強する時間が惜しいでしょうに、
氏 が 言 まるで名残を惜しむかのように取り組ん
う よ う でいました」と福島教諭。
に、第 3
固い絆で結ばれた３年生は１４日に卒
者 か ら 業式を迎える。学年主任の福島教諭は旅
ど う 見 立つ彼らに「サプライズ」を用意してい
え る の るという。
か が 一 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～
番 重 要 さっそく学校に電話を入れ、DVD を貸し
で は な ていただけないか頼んでみた。対応され
い だ ろ た教頭は、「生徒の顔が全部ハッキリわ
う か 。 かるので、個人情報になるから、新聞記
主 催 者 事から想像していただきたい。」とのこ
の 資 質 と。残念！
が問わ
各中学校、文化祭での劇まではいかな
れる。 くとも、せめて特攻基地を見学するくら
いまではやっていただきたい。

これが
これが教育
教育ではないか
教育ではないか。
ではないか。
福島先生に感謝
福島先生に
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大阪 中 田 美 里
小説より奇なり。と言いますが、まさ 朝鮮通信使行列の再開を、島民は望んで
に奇なり、です。
マスキ
いません。
----------------------------------座談会では、島民の方々や、議員にも
私、ミリーこと中田美里は、5/17(土) ご参加いただき、貴重なご意見や情報を
～19(月)2 泊 3 日、総勢 11 名、Ｔ氏率 いただきました。韓国人観光客は免税店
いるＡ会主催『長崎県対馬遠征』に参加 で買い物をし、釣りをし、土地を買い漁
しました。目的は、韓国に盗まれた仏像 ってペンションを建てています。お金が
事件以来、中止していた『朝鮮通信使行 落とされるのは、韓国人相手のホテル、
列』再開について、対馬島民の生の声を 飲食店、観光バスぐらいでしょうか。韓
聞きたかったかえらです。対馬に住む、 国政府がどんどん韓国人を送り込んで、
友納さんという方が現地での座談会やホ 対馬を実行支配しようとしています。
テルの段取りなど、ご協力いただきまし
仏像の件は、韓国にも仏像を返そうと
た。
いう動きがあったようです。歩み寄りが
関西空港から一番安いピーチ航空を使 見えたから「行事を再開する。」という納
って片道約８時間、往復料金約 3 万円で 得のいかないものでした。実際、仏像は
す。韓国人は国から補助金が出て、釜山 返してもらっていないし・・・・。
から往復料金千円という安さです。それ
漁師の方々はここ数年、燃料が高騰し
だけ安かったら、そりゃ韓国人観光客が て船が出せなくて、漁業で生計が立てら
増えたのが分かります。
れず島を出るようになりました。対馬の
対馬の人口約 3 万 2 千人、韓国人観光 産業は崩壊して、今年の高校卒業者は約
客、年間 18 万人。
300 人、島に残ったのはたった一人。
対馬は緑豊かな自然の美しい島でした。 仕事がないのです。だから少子高齢、過
現地では交通の便が悪いので、レンタカ 疎化がすすんでいます。
ーで移動しました。
対馬市役所に陳情しても、対馬市長、
一日目は島民との座談会。
財部能成(たからべやすなり)は島民の声
二日目は田の浜港、飛田勝港、韓国展 を聞かず、何の対策も打たない。議会で
望台、和多都美神社、海上自衛隊を視察 も議員の意見を無視し、批判する人の役
しました。
職を降ろしたり、ワンマンです。そして、
三日目は対馬市役所内の観光協会、市 日韓友好を目指し、韓国人を誘致してい
議会へ陳情書を提出しました。
ます。島民の方は、「対馬は日本政府や、
対馬は日本にとって、大切な国境の島 本土から見放されている。
」と諦めている
です。一番伝えたいことは、韓国人観光 ような心情を吐露されました。
客の落とすお金で決して対馬が潤ってい
財部市長は、釜山から対馬の打ち上げ
るわけではないということです。そして、 花火が見えるか、試験的に 500 万円使っ

たそうです。その花火師も入札ではなく、
指名制だったそうです。最終的には数千
万円の予算が組まれる予定だとか。
「見えたところで、対馬にどのような利
益があるんだ。韓国人が喜んで、対馬島
民は誰も喜ばない」と言う言葉が印象的
でした。
昨年の 11 月、対馬に上陸した韓国の
学生が「
『対馬は韓国』領土セミナー」を
開きました。
「対馬はまぎれもなく韓国領
土。一日も早く領土を返還してもらうよ
う、対馬との国際交流を通じて対馬島民
にも分からせなければならない。
」などと
何とも不愉快な話でした。
対馬には抗議デモや街宣といったもの
は馴染みがなく、大人しい雰囲気でした。
夜、スナックの若い女性が「韓国人は
『この対馬は本当は韓国領土だが、今は
日本人に乗っ取られている。いつか取り
戻すぞ。』などと連れてきた子供に教育し
ています。やるせなくて、不安です。さ
らに、スーパーなどで集団で歩いて、大
きな声で話しています。日本人のほうが
少数なので肩身が狭いです。」
その女性も最初は遠慮がちでしたが
「本音を聞かせて欲しい」とお願いした
ら、涙ぐんでこのようなことを話されま
した。隣のテーブルでは韓国人観光客の
団体が騒々しく、K-POP を楽しそうに歌
っていました。居酒屋でも韓国人の団体
客が多かったです。
私が泊まった『金石館ホテル』の前に
長い川があります。手すりにステンドガ
ラスのような絵が嵌め込まれています。
その絵は、李氏朝鮮時代の、韓国人が御
輿に担がれ、日本人侍がそれに傅いてい
る、という気分の悪くなる絵で、延々と
続いています。
朝食用にパン屋で買ったウィンナード

ッグが異様な辛さで不味く、恐らく韓国
仕様の味でした。
厳原町を歩くと、田舎ののどかな風景
ですが、お店のガラスにはハングル文字
が目立ちます。
対馬市交流センターというショッピン
グモールがあり、そこには、旭日旗と『憲
法を改正し、集団的自衛権を！』幟を持
った、日本会議の桐谷さんという方が毎
日立っておられ、記念撮影させてもらい
ました。近所の八幡宮、万松院を参拝し
ましたが、そこは拝観料 300 円かかるの
で、韓国人は滅多に来ないそうです。
レンタカーで移動して、ガソリンスタ
ンドに入ると 1L あたり 190～200 円で
した。ラジオは韓国からの電波を拾って、
車内はずっと韓国語が流れてました。
港は寂れて、人もいないし、１隻も船が
見当たりませんでした。燃料高騰で船が
出せず、漁業は壊滅しています。
田の浜港は韓国人密航者がたいへん多
い地域です。一応、鉄塔のようなものに
監視カメラが一台付いてはいますが。
テトラポット付近には釜山からゴミが
大量に漂着します。皆で軍手をして清掃
活動をしました。ハングル文字のペット
ボトルや発泡スチロールが多かったです。
ドクロマークの薬品の瓶もあって、開け
ると異集がして皆、慌てて避難しました。
以前、対馬島民と韓国の大学生らで公
金を数百万円投じて「日韓市民ビーチク
リーンアップ」をやったそうですが、翌
日には新たなゴミが漂着して元通りだっ
たそうです。
対馬警察お勧めのそば屋さんに入ると、
そば打ちの体験教室なるものをやってい
て、20～30 人の若い韓国人団体が楽し
そうに習っていました。私達はお揃いの
青いユニフォーム 《次頁 4 段目へᵄ》
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あなたの好きな「幕末維新」の人物 ラン
司馬遼太郎の小説『竜馬がゆく』とと
キング【歴史街道脇本陣】PHP Biz
もに、2010 年の大河ドラマ『龍馬伝』
Online 衆知（歴史街道）6 月 7 日(土)
の影響も大きかったようです。
今回のお題は、「あなたの好きな『幕末
「進歩的で数十年先を見据えていたよ
維新』の人物は？」です。
うに思う」（40 代、女性）、「維新後も
生きていれば、もっと違う世の中になっ
倒幕派・佐幕派を問わず魅力的な人物 たのでは？」（20 代、女性）という よ
が多いだけに、１人に絞るのはなかなか うに先見力を魅力として挙げるご意見が
難しかったのかもしれませんが、上位を 多く、「独創的な発想で変革を目指し、
占めた人物は倒幕派と佐幕派がほぼ半数 全力で駆け抜けた姿勢に共感する」（60
ずつで拮抗しました。いずれも、混迷す 代、男性）と、自由闊達な発想と行 動力
る先の見えない時代を、強い信念を抱い が評価されました。現代においても龍馬
て生きた男たち。映画やドラマ、小説な の生き方は「憧れ」であることを、つく
どで描かれる颯爽とした姿が、目に浮か づく感じました。
んできました。
第２位は、龍馬の盟友であり、薩摩藩
を牽引した西郷隆盛。「敬天愛人」や「児
では、ランキング結果をご紹介します。 孫のために美田を買わず」といった西郷
あなたの好きな「幕末維新」の人物は？ の名言に共感される方が多く、「どっ し
第 １位 坂本龍馬 32.8％
りとして信頼感があり、情に厚い」（60
第 ２位 西郷隆盛 9.0％
代、男性）など、頼りがいのある篤実な
第 ３位 土方歳三 8.5％
人柄が支持されました。鹿児島県にゆか
第 ４位 高杉晋作 6.8％
りのある方の票が多いかと思いき や、
第 ５位 勝海舟
6.6％
95％は他府県の方からのもので、西郷ど
第 ６位 沖田総司 2.9％
んは日本人から広く愛されていることを
第 ６位 吉田松陰 2.9％
実感しました。
第 ８位 近藤勇
2.0％
第３位は、新選組の副長として活躍し
第 ９位 桂小五郎（木戸孝允） 1.6％ た土方歳三です。「最後まで誠の旗を掲
第 10 位 斎藤一
1.5％
げて武士らしくあろうと戦い抜いた生き
第 10 位 松平容保 1.5％
方がカッコいい」（20 代、女性）、 「男
の中の男」（60 代、男性）とのご意見に
龍馬が断トツ。
トツ。西郷、
西郷、土方の
土方の魅力も
魅力も納得 は納得の一言。８割以上が女性票で、司
龍馬が
第１位は、海援隊を創設し薩長同盟に 馬遼太郎作品や大河ドラマなどで魅せら
奔走した坂本龍馬。第２位に３倍以上の れた方が多いようです。
差をつける断トツの得票でした。まさに、
幕府
えた人物も
幕府を
を支えた人物
人物も大健闘
日本史を代表するヒーローの面目躍如と
第４位は、奇兵隊を組織した長州藩の
いったところですね。

高杉晋作。「型破りで決断力、行動力を 《ᵄ前頁末尾より》
を着ていまし
発揮した」（30 代、男性）という生き方 た。胸に日の丸、背中に JAPAN と書か
は、まさに痛快！ 短い生涯を「おもし れた T シャツなので結構目立ち、
「あんた
ろく」生きた快男児と言えるでしょう。 ら日本人やな、珍しいな」と日本人に声
第５位には、幕臣で坂本龍馬の師であ をかけられました。そこには韓国人が数
る勝海舟が入りました。「幕府の中にい 人同席していて、
「こちらは韓国から来た
ながら、視野が広い」（40 代、男性）、 新聞記者で、対馬にペンションを買う韓
「江戸無血開城をやり遂げたことに尊敬 国人の取材をしています。
」と紹介されま
する」（20 代、男性）と、日本全体を考 した。
「私は在日じゃないです。ペンショ
えての決断が評価されました。
ンには日本人も利用してほしい」在日じ
第６位から 10 位までの顔ぶれには、 ゃないけど、日本語ペラペラな韓国人ペ
新選組隊士から沖田総司と斎藤一がラン ンション経営者が正体不明でちょっと怖
クイン。
かったです。
和多都美神社は引き潮だったので鳥居
そして彼らを率いた局長の近藤勇は、
「男らしいリーダーシップ」（40 代、男 を潜りました。「受験に受かりますよう
に」と願い事を書いた絵馬にハングル語
性）が評価されました。
長州藩の吉田松陰は松下村塾での教育 の上書きがされていたのが腹立たしかっ
「日本人は津波に
に加え、
「自ら実践したところ」
（50 代、 たです。ハングル語で、
女性）、桂小五郎（木戸孝允）は「優れ 沈め」「地震おきて死ね」「対馬は韓国領
たバランス感覚」（30 代、女性） など 土」などと書かれてあったそうです。
韓国展望台や、どこでも、団体の韓国
が支持を集め、会津藩主の松平容保は、
大河ドラマで描かれたように、「愚直に 人観光客が多かったです。ピンクやイエ
忠誠を貫いた生き方に好感」（50 代、男 ローの派手な原色カラーを好む格好なの
で、日本人とすぐ見分けが付きます。女
性）というご意見が圧倒的でし た。
ちなみに、惜しくも次点となったのは、 性でも、ペッと道に唾を吐くのが下品で
薩摩藩の大久保利通と最後の将軍・徳川 したね。ゴミをその辺に放るんですが、
捨てられてたのがハングル語のペットボ
慶喜です。
トルや旅行冊子なので、韓国人が犯人だ
とすぐ分かります。
にも魅力的な
人物が
外にも魅力的
魅力的な人物が
竹敷の海上自衛隊にも行きましたが、
道を一本隔てて、韓国人が土地を買いペ
ンションを建てていました。人影はあり
ませんでした。恐らく、韓国の工作員が
自衛隊の電波を傍受しているのではない
でしょうか。
最終日は、市役所の観光交流商工課へ
「朝鮮通信使行列」再開の件で面談、要
望書を提出。8 月に開催予定、対馬市は
これに公金 400 万円投じるそうです。

ベスト 10 以外にも魅力的な人物が目
白押しでしたので、その一部をご紹介し
ましょう。
◇ジョン万次郎「世界に目を向け、希望
を抱いた。エピソードにわくわくする」）
◇伊庭八郎「隻腕ながら遊撃隊を率いて
箱館戦争を戦い抜いた生き様が壮烈」
◇河井継之助「小藩ながら最新の兵器で
新政府軍と戦った政治力と度胸がいい」
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判決は、国会の弾劾裁判により取消しを
要望します。
以上

ある国民という第一面性と、個人である
国民という第二面性に大別されている。

べて、250 キロ圏内のはるかに大勢の国
○ 第一面性を有する人々である国民に
教育再生推進法案骨子案につい
教育再生推進法案骨子案について
について
よって認められた固有の尊厳と人間愛を
日本って、
三権分立じゃないの？
日本って
って、三権分立じゃないの
じゃないの？ 民に対する電力の低廉安定供給という公
横浜 湯 澤 甲 雄
共の福祉の目的が、打ち切られるべき
「基本的人権」と称し、individuals と総
横浜 湯 澤 甲 雄
でないことは明らかであります。
称されている。両規約はこの individuals
厚木基地における自衛隊という公務員
を、国が尊重し保障する、又憲法第 11
平成 26 年 5 月 6 日
まったくもって、同感です。私が真っ は、自衛隊法に基き国民全体の公共の福 内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
条はこれに該当する条文であり、憲法は
先に発した言葉は、
「日本って三権分立や
祉の目的のために夜間飛行を行っている
これを永久に保障するとしている。即ち
文部科学大臣 下村 博文 殿
ろ。」
マスキ
のであり、制限を受けるべきものではあ
行政的に保障されているのである。従っ
～～～～～～～～～～～～～～～～～
りません。
て認められた「基本的人権」を主権とい
産経新聞報道によれば掲題骨子案は、
憲法第 15 条 2 項「すべて公務員は、 総裁直属の「教育再生実行本部」が「公 い、
「基本的人権を有する者」を「主権者」
平成 26 年 5 月 24 日
全体の奉仕者であって、一部の奉仕者
共の精神に基き、主体的に社会の形成に という。
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿法務大臣
ではない」に照らしても、判決は異常で 参画し、その発展に寄与する態度を養う」
余談ながら、国連憲章では、
「基本的人
谷垣 禎一 殿
あります。
とする教育基本法の理念に沿った学校教 権」を「世界の自由、正義、平和の基本」
湯澤甲雄
一方、国家公務員法人事院規則 14－7 育を推進するために作成したものである。 と規定しているので、
「基本的人権」の尊
（政治的行為）に、次の規定があります。 学生に主権者の意識を高めるための「主 重規定そのものが平和憲法の象徴なので
「裁判所の政治的行為について」
（要望）
人事院規則 14-7、
政治的目的の定義 5
ある。憲法第 9 条が平和憲法の象徴とす
権者教育」の充実などを強調していると
号「政治の方向に影響を与える意図で特 されている。
る主張は、世界には全く通用しないので
裁判所法、第三条（裁判所の権限）
「裁
定の政策を主張し又はこれに反対するこ
骨子案が公表されていないためにその ある。
判所は、日本国憲法に特別の定めある場
と。
」政治的目的の定義 6 号「国の機関又 内容を知る由もないが、教育基本法が日
合を除いて一切の法律上の訴訟を裁判し、
は 公 の 機 関 に お い て 決 定 し た 本国憲法の精神に則り制定されているの ○ 第二面性を有する個人である国民が
その他の法律において特に定める権限を
政策（法令、規則又は条例に包含された であるから、骨子案は憲法と整合したも 自由を確かに享受するために創設された
有する」とあります。即ち、法律上の訴
ものを含む。
）の実施を妨害すること。
」 ので無ければならない。その憲法は自由 条件を「個人の自由と権利」と称し、
訟に該当しないものは裁判しないとされ
政治的行為の定義 1 号「政治的目的のた 民主主義を普遍とする政治原理以外の原 individual と総称されている。憲法第 13
ています。
めに、職名、職種又はその他の公私の影 理を一切排除すると冒頭に規定している。 条から 40 条に至る各条文はこれに該当
しかるところ、
「大飯原発再稼動差し止
響力を利用すること」
それ故に、自由民主主義政治原理を定め す る 。 両 規 約 は こ の 創 設 さ れ た 条 件
め判決」並びに「厚木基地訴訟判決」
この人事院規則に照らすならば、裁判 た自由権規約と社会権規約の両国連規約 （conditions created）を国が保障する
は、法律上の訴訟に該当せず、政治上の
所は原発を稼動させないという違法な政 を理解することからはじめなければ骨子 と規定し、憲法第 12 条は国民の濫用を
訴訟に該当するので、裁判所の権限を逸
治的行為や、飛行機を離発着させないと 案は憲法や教育基本法と整合したも
禁じ、不断の努力で保持すると規定して
脱した判決と見られます。
いう違法な政治的行為を許容することに のにならないのである。
いる。従って individual は、主権を表す
原発は、経済産業省が稼動させること
よって、多くの国民の公共の利益の享受
ものでは無い。
そこで両規約によって、主権者の主権
を政策決定の上で、電力会社が民営事業
を妨げる違法行為を犯したことになりま とは何か、次いで主権を有する者
余談ながら憲法第 13 条冒頭文はマッカ
として行っている公共の利益を目的とす
す。
とはどういう人間であるかについてを知 ーサー憲法草案第 13 条の明白に誤訳で
る事業にして、単なる利益追求のみの民
結論、上記関係の裁判所の判決は、 り、主権者の次のような二面性を理解し ある。
営事業ではありません。大飯原発の再稼
法律上の訴訟に該当せず、政治的行為に
なければ「主権者教育」が始めることが
動は、国の定めた暫定基準に基き、24 年
該当するものに対して判決を下し、判事 できないはずである。
○ その上で両規約は、
「個人の自由と権
8 月営業運転を再開しました。また、166
自ら政治的行為を犯したものであります。 主権者は、家族とその共同体の人々で 利」を有する個人（individual）は、常に
人の原告と限られた地域住民の原告と比
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「 基 本 的 人 権 」 を 有 す る 人 々
（individuals）を増進擁護しなければな
らないと、法秩序を規定している。憲法
では、第 12 条下段の「常に公共の福祉
のためにこれを利用する責任を負う」の
行政施策条文が individuals と individual
の法秩序を表している。
放任、無作為、無責任を招来し、いじめ
行為や犯罪意図の看過が許容され、個人
犯罪を助長する。同時に、放任、無作為、
無責任の間隙に、政治が介在し、独裁政
治体制が成立する。

在米資産差
在米資産差し
し押さえもある
6 月 8 日 神奈川 菊 地 正

先日、大阪府議会議員、箕面市選出、
上島一彦議員主催のタウンミーティング
があった。
箕面の山奥の土砂廃棄の問題やら地下
鉄の延伸、土地利用。等々、その扱い範
囲の幅の広さに今更ながら驚いた。高校
で、担任が全科目教えるような話だ。
この中で一つ気になったのが、小学校
での英語授業。箕面市は国際化社会が進

箕面市
箕面市の
の英語教育
英語教育について
について
6 月 8 日 Ｍ情報 増 木 重 夫

○ 結論、
「主権者教育」を充実させるた
めには、
「第一面性」の individuals と「第
韓国が「戦前の徴用工の訴訟で勝訴の
二面性」の individual を明確に区別をつ
時は、対象企業の在米資産差し押さえも
けて教育することが極めて重要なことで
ある。
」と言い出している。
あることを指摘する次第である。そして、
この際、日韓条約を破棄し、53 億ドル
「基本的人権」の具体的内容の
（現在価格ではもっと多いだろう）の請
recognition（認定）を確実に行うことに
求権を行使し、日本も韓国企業の資産を
よって「主権」が確定し、主権者教育が
差し押さえるべきだ。
可能となるのである。
「主権者教育」とは、
日韓条約交渉の時、日本側が、
「個人の
individuals が行政的に尊重される自由民
保障もしようか」と言うと、韓国側は、
「そ
主主義の原理に適った教育のことである。
れはこちらでやるから、とにかく金をよ
individual が行政的に尊重される教育を
こせ」ということだったと聞いている。
行うことは、自由民主主義の原理に反す
日韓条約破棄し交渉をやり直せ。少な
る教育であり、一切排除されなくてはな
くとも、そういう話は出すべきだろう。
らないのである。individual は、公正な
それから、日本はアメリカでの日韓、
司法裁判により保障される教育が行われ
日中の歴史論争に勝つべきだし、少なく
るべきである。以上
とも、その努力をすべきだ。
追記、中学校公民教科書東京書籍等に
「個人の権利尊重」が掲載されているが、
これは individual が行政的に尊重される
教育につき、一切排除されなくてはなら
ない教育であるから、教科書の記載を削
除し、
「個人の権利
保障」教育に変更すべきである。
また、individuals ではなく individual
が行政的に尊重される教育は、行政
当局が少子化政策を推進するものでも有
り、変更されるべきである。
更に、個人の権利尊重はその意識を持
つ人々の合成の誤謬により、

む今日において、使える英語に重視を置
日本は借金大国。でも私はあまり気に
いているという。そして、子供に誇りを ならない。親が子から借金してるような
持たせる。歴史や領土をきっちり教えな 話だから。しかし、
「誇り」の借金だけは
ければならないことは言うまでもない。 絶対あってはならない。not only をく
と胸を張る。
れぐれも大事にしていただきたいのだ。
この上島先生。知る人ぞ知る、右翼が
罰防止でドラマＤＶＤ＝
体罰防止でドラマ
でドラマＤＶＤ＝全国
ＤＶＤ＝全国
バッチをつけたような人。
ども向けもけも-都教委
初、子ども向
お話を聞いていて、ちょっと残念に思
ったのが、手段と目的、戦術と戦略が 6
教委はアホか暇人か。よくもこんなく
対 4 に思えた（聞こえた）こと。比率が
だらないものに予算が出るね。
逆で 4 対 6 で話してほしかった。多分先
何度でもいうが、体罰を使わなければ
生は、「そんなこと当たり前やないか」
ならなくなった段階で、教師は負けてい
not only 目的、but also 手段 と言われ
る。核があるから戦争は起こらない。体
ると思うが。
罰禁止にするから体罰が必要な状況が生
国際社会で通用する英語。通用しよう
じてくる。
増木
がしまいがしょせん英語は手段であり、
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
戦術。しっかりと歴史と領土を教え、誇
東京都教育委員会は３０日までに、学
りをもって国際社会で活躍する人を作る。
校現場での体罰防止のため、子どもや教
これが目的であり戦略。言い換えればソ
員向けにどのような行動が体罰に当たる
フトとハードだ。ハードがガタガタなら
のか具体例を示したドラマ仕立てのＤＶ
ソフトなどいくら作っても何の意味もな
Ｄを作製した。学校や市区町村教委に計
いと思うからだ。
２４００部を配布。都教委によると、体
実は、私はこの時、グレンデール市の
罰をドラマで解説するＤＶＤは全国初と
日系の子供が韓国系の子供から、慰安婦
いう。
のことで強烈ないじめにあっていること
ＤＶＤは小学校高学年の児童用、中高
を思い出したのだ。いくら流暢な語学力
生用、教師・保護者用の３編に分け、９
があっても、誇りと自信がなかったら、
～２０分間の映像を収録。教員の校内研
「国際的虐め」には対抗できない。言わ
修や保護者会で活用するほか、児童・生
れっぱなしで言い返せない。悔しい思い、
徒向けは体罰の実態調査に際して事前に
悲しい思いをしていないだろうか。であ
視聴してもらう。
るならば、それは正しい歴史を教えなか
ドラマでは、「着席しない子どもを座
った我々大人の責任だ。
らせるために肩を軽く押す」「友達を泣
私は一応英文科卒。もちろん英語など
かせた子どもを短時間正座させる」など
中学生に毛が生えた程度しかしゃべれな
指導の範囲内の行為と、「教室に入らな
い。しかし、なぜか英語で喧嘩だけはで
い子どもの襟首をつかんで引っ張る」
「騒
きる。街宣をしてると、しばしば外人に
いだ子どもを廊下に出そうとして突き飛
も絡まれる。しかし、追い返すのは平気
ばす」など体罰になる行為を示した。
だ。その根底は「日本」を誇っているか
2014/04/30-サンケイ
らではなかろうか。
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5-4
まっているということである。
「奴等は脳内お花畑」などと侮蔑して、
民間憲法臨調に参加
民間憲法臨調に
今後、こういった保守派の論客の知名 ろくな対大衆啓発運動に取り組んでいな
東京 白 井 裕 一
度をいかに上昇させていくかが、我々の い。絶対に、この差は強烈なかたちで現
課題となってこよう。例えば、若くてハ れてくるだろう。
昨日、民間憲法臨調のシンポジウムが
ンサムでイケメンの論客を発掘して、広 「頑張れ！敵も必死だ！」なのである。
砂防会館別館で行われた。自分も参加さ
く露出させていくとか。
我々もうかうかしてはいられない
せてもらったのだが、広い会場は満席の
そう云えば、先月の田母神としおさん ぞ！！！
参加者でいっぱいだった。このシンポジ
の選挙で話題となった「田母神ガールズ」 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～
ウムは、ネット配信で、全国各地でも同
は素晴らしかったと思う。ああいう美人 『保守の「ムラ」では名前が通っていて
時中継された。
で若くて利発な女性陣を先頭に押し立て も、世間一般大衆には認知されていな
出色だったのは、やはり百田尚樹先
ていくのは良いと思う。世間一般大衆は、 い。』・・・私はその理由を、世が左翼偏
生！ 発言が、凄過ぎる！面白過ぎる！
見た目というのが重要！！！
向更しているからではなく、
「保守は正し
本業の小説家としても第一人者であり
云っている内容が大したことなくても、 い、左翼は劣る」。という我々の驕りにあ
ながら、いわゆる保守の論客としても素
カン・サンジュンは、それなりに男前だ ると思います。第三者の目で己を見るこ
晴らしいというのは特筆すべきである。
ったから、大衆への訴求力が有るのだ。 とが最も大事だと思います。
増木
どうしても、保守派の論客は、保守の「ム
あとは、大江健三郎とか、これもやっぱ
ラ」では名前が通っていても、世間一般
核武装!憲法改正!
憲法改正!集団的自衛権!
集団的自衛権!を
り、本業で名前が認知されているケース 核武装!
大衆には認知されていないケースが多い。
早急に行使せよ
行使せよ!
せよ!
である。閑話休題ｗｗｗ。そう云う中で、 早急に
保守派だったら、知らぬ人がいないとさ
保守派の論客の中に、百田尚樹先生が登
現代撫子倶楽部 中谷良子
れる、渡部昇一先生や中西輝政先生も、
場したことはとても重要である。また、
テレビや新聞に登場することが無いので、
その発信力、発言の破壊力はけた外れだ。 http://ameblo.jp/ryobalo/entry-118
実は世間一般大衆は知らない人が多いの
我々としても大いに百田尚樹先生を盛り 27636886.html
である。
Jelly のブログ
立てていかなくてはいけない。
逆に、TBS の「関口宏のサンデーモー
この民間憲法臨調のシンポジウムに関
政府は自衛隊法、集団的自衛権の行使
ニング」やテレビ朝日の「報道ステーシ
してだが、今朝の朝日も産経も記事には 容認に関係する５法案を先行改正する方
ョン」に登場する、寺島実郎の方が、知
しているが、参加者の人数はどちらも明
針を固めましたが、ねじれを解消できず、
名度が高かったりする。
記していない。主催者側が開示していな
自民党の足ばかり引っ張り続け、憲法改
いかに、大新聞や地上波テレビといっ
いのか、新聞社側の意図なのか、不明で 正、核武装に猛反対しているお荷物政党、
た既存大マスコミが左翼に偏向している
ある。なお、昨日の朝日新聞の朝刊は酷
公明党との連携を続けています。創価学
かが解ろうというものだ。そういう中で、
かったｗｗｗ。
会による 100 回もの「南無妙法蓮華経」
世間一般大衆の人でも、
「あの人、知って
一面、二面、三面、政治面、社会面を
と、お題目を唱えたところで日本の平和
いる！」というのは、作家の曽野綾子さ
総動員して憲法に関する記事を掲載。さ
は保障されるはずもありません。
んや桜井よしこさんといった方々に限定
らに、中面の見開きに護憲の意見広告を
今こそ、大いに非核三原則廃止、集団
される。
掲載し、意見広告が掲載されていること 的自衛権の行使、内閣法務局の憲法解釈
ここで、気が付いたのは、保守派の論
を一面に明記している。もうなりふり構
の変更、六カ国協議脱退、核拡散防止条
客で、世間一般大衆に認知されているの
わず必死の形相である。
約を脱退、スパイ防止法を議論すべき時
は、本業で、具体的には作家やテレビキ
左翼ども、本当に本当に、死力を尽く
です。
ャスターとしての実績が有る人であると
して運動を展開している。
支那が頭に銃口を突きつけてきている
いうことである。つまり、保守派の評論
一方の我々はどうか？
今だからこそ核武装論を徹底的に議論す
家というだけでは、内輪受けになってし

べきであり、日本のような小さな島国を
再度、悲惨な戦争に導かないためにも、
被爆国であるからこそ核抑止力は必要不
可欠なのです。
世界情勢を見て、今の日本国民を比べ
て、どれだけ日本に本気の喧嘩ができる
人がいますか? 人口減少、草食系が闊歩
する今の世の中では精神的にも肉体的に
も鍛えあげられていない与えられた仕事
しかできない日本人が多いなかで、どう
やって戦えるでしょうか?
日本は侵略されたことのない国ですが、
遅かれ早かれ、現在の日本の立ち位置は
侵略される一歩手前であるという危機意
識が国民に欠如しています。だからこそ
日本も核武装することで、支那による人
口侵略や北朝鮮のテポドン 2 号や核の脅
威から日本は狙われずに済むのだという
ことを国民に訴えかけていかなければな
りません。
憲法記念日だからこそ、“憲法９条を
守れ!”と、似非平和団体がこぞって総動
員をかけ“反戦平和(その実態は日本国家
を解体しようと企むスパイ教師、組織)”
を声高に叫び続ける偽善者達を黙らせる
くらいの反発をあなたが純粋な日本人で
あるならば見せなければなりません。
戦争するための核を持つのではなく、
戦争をしないための核武装を実現せよ!
このままでは三島由紀夫氏の言う
“無機的な、からっぽな、ニュートラル
な、中間色の富裕な、抜け目がない、あ
る経済大国が極東の一角に残るであろう。
それでもいいと思っている人達と、私は
口をきく気になれないのである”
この言葉通りの日本になってしまいま
す。三島由紀夫は“極右”と言われてい
ますが、それは現代日本人の誤った短絡
的世相の見識でしかありません。

Ｍ情報（MASUKI
Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
平成 2６年 6 月 20 日（1
日（15555-11）
11）

維新の分派に関し、橋下命の私として、
一言言わないわけにはいかないだろう。
まず、6 月 1 日、次のようなメールを頂
戴した。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
前略、維新の会はゴミ箱行き政党「結
い」と合流ーもはや、維新に非ず。単な
る旧態依然の「護憲」政党に堕落した。
あんたもまともな人間ならばだ、維新の
会を離党せよ。
《大和民族覚醒運動》ーを
前進させる為、
「石原慎太郎氏」に合流さ
れたし。政治家には、「真義」「誠実」が
必要だねᵁ。Ｒ・文藝評論家
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
私は次のような、返事をメールをした。
-----------------------------------ひょっとして、あんたもまともな人間
ならば・・・・「あんた」とは私（増木）
のことでしょう？
今回の分党騒ぎは、原理主義派と現実
主義派の衝突。どちらがいいとか悪いの
話ではありません。
私は「維新の会」に入ったことはあり
ません。だから離党しようもありません。
石原さんとは以前に、戸塚ヨットスクー
ルを支援する運動を一緒にやっていまし
た。彼に最初に会ったのは２０年ほど前。
その時の開口一番が「何しに来た。そん
なこと電話で済むじゃないか」
だから彼の性格もよく知っています。
貴兄が「石原が好き」と言うことはわ
かります。私も好きです。しかし、私が
「まとも」であるか否か、だれが決める
のですか。少なくとも貴兄ではないはず

Ｍ情報 増 木 重 夫
です。仮に多数決が絶対価値なら、私の
方が「まとも」じゃないですか。
維新分党に関して、皆様の意見を公開
しないのは、貴兄のような感情論のオン
パレードになり、議論ではなく、相手に
対して度を超えた誹謗中傷合戦になるか
らです。そんなくだらないことに関与す
るほど私は暇ではありません。
政治家には、「真義」「誠実」が必要ᵁ
一般論としてはその通りです。しかし橋
下に「真義」
「誠実」がないというのであ
れば、「真義」「誠実」を定義してくださ
い。政治家（人）が百人いたら、百通り
の「真義」
「誠実」があり、その甲乙はだ
れにもつけられません。だから便宜上多
数決を生み出したわけです。
共産党の小池さんや、辻元清美氏も彼
らなりに「真義」
「誠実」で政治活動をし
てるんじゃないですか。
原理主義と現実主義は価値観、方法論
の相違ですから百年議論しても答えは出
ないでしょう。ちなみに私は現実主義で
す。
-----------------------------------と、返事は書いたものの、カリカリが収
まりません。自分を何様だと思っている
のか・・・・。
そして、次の文章を公開しました。
-----------------------------------6/2 増木
維新の分党について、各位のご意見が
ほぼ出そろいました。ほとんどが独善的、
感情的で、誹謗・中傷合戦になっていま
す。公開の価値がないものが多いので私

の机の中にしまいます。
出すと私は私なりに私が一番正しく常識
さて、政治手法の正しい、正しくない 的。他は「アホか」と言いたくなる。私
を決めるのはだれですか。第３者であり の憲法観は「自主憲法制定」だ。しかし
有権者。自分ではない。ところが自分と そんなもの永久に実現しない。だから断
意見が違うと、挙句の果ては「あんたは 腸の思いで現実的に「改正」を選択する
まともな人間か。」などと人格攻撃。あき もの。私は「まとも」じゃないんですか？
れてものが言えません。逆に言いたい。
私にしてみたら今回の分党は両親の離
「あんたはまともな人間か。
『まとも』を 婚よりもっとつらいものがあります。
定義しろ」と。
東を見ると最も尊敬する政治家中山成彬、
石原御大は「別々の道で頂上を極めよ 恭子両先生。だれよりも信じられる田沼
う。」と言われた。ところがある議員は
君【君・・ゴメン】
。西を見れば、大阪が
「石原が橋下に『三行半』を渡した。」と 変われば日本が変わる。人生をかけて応
言う。貴議員は誰のおかげで当選した。 援してもいいと思っている橋下市長。
と言いたくもなる。
「今回残念ながら別々
父は油絵に進みたいという。母は日本
の道を登ることになった。しかし必ず頂 画の道に進みたいという。親父が母の、
上で握手しよう。
」本音がどこにあろうが、 母が親父の悪口だけは絶対言ってほしく
これで男が上がる。これが政治家だ。こ ない。二人は別々の道を登ろうと決めた。
のくらいのことを言う度量はないものだ 「いつか頂上でみんな一緒に万歳しよう
ろうか。
ゼ！。
」嘘でも本当でも、そんなことどう
政変（そんなオーバーなものではない でもいい。なぜそういえないのか。
が）があると必ず感情的になって口を滑
少なくとも、我々の数倍、石原さんや
らし、ボロを出す議員がいる。有権者は 橋下さんが悩んだ結論で。今は静かに推
必ずそこを見逃さない。思想信条がいく 移を見守るべき時。
ら立派でも、人間性を疑われたらおしま
今回三木圭恵（衆）さんは立派だった。
いだ。東組であろうが、西組であろうが、 橋下の票（人気）で当選させてもらった。
多かれ少なかれ橋下の応援で当選した。 しかし思想信条は石原だ。どうすべきか
また、大なり小なり世話になっている。 大泣きされたという。泣けばいいという
それを忘れた節操のないコメントが多く ものでもないが、彼女の苦しみは計り知
あった。
れない。彼女は結局石原を選んだ。しか
政治家や政治を目指す人は節操が最も し彼女の対応に、前回三木さんに入れた
大事。一時の感情で発言すると、見てる 橋下組も納得、次回も三木さんを個人的
方は（実際はブレてなくとも）ブレブレ に応援しようという人が出てくるのでは
にしか見えない。
ないか。もちろん彼女はそんなことを計
～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 算して、大芝居を打ったわけではない。
民主主義とは何か。今更おこがましい 仁義と節操をなによりも大事に考える彼
が、事の善悪を多数決で決めようよ。と 女の性格ではないか。
いうものである。ブルーとグリーンがど
その正反対がＳ議員。身代わりの早い
ちらかきれいか。そんなもの 10000 年 こと早いこと。もともとみんなから維新
議論しても結論など出ない。それを言い に早変わりした。早変わりの天才かも。
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御中

「憲法九条
にノーベル平和賞を
平和賞を」
憲法九条にノーベル
にノーベル平和賞
抗議を 6 月 8 日 Ｍ情報
に抗議を
ノーベル委員会
ノーベル委員会は、日本国憲法 9 条を
ノーベル平和賞の候補としての推薦を受
理されました。受賞者は「日本国民」と
なっています。しかし、これは一部の人
たちが思いつきで勝手にやったことで、
大多数の日本国民は知りもしませんし同
意もしていません。
日本国憲法は第二次世界大戦後、日本
を占領統治していたＧＨＱによって日本
国民に強制されたものです。この時日本
国民は、言論出版の自由もなく、厳しい
検閲がしかれていました。こういう時に
新しい憲法を強制することは国際法違反
です。
現在、日本では憲法改正運動が高まっ
ており、国民の６０％以上が憲法改正に
賛成しています。ノーベル委員会がこの
ような推薦を受理されたことに多くの日
本国民は失望し、ノーベル平和賞の受賞
を拒否するでしょう。推薦の受理を撤回
するように強く要請します。

橋下市長
とは妙に気が合う
橋下市長とは
とは妙
6 月 1 日 Ｍ情報 増 木 重 夫
前号で、大阪市監査委員会に対し、監
査結果に「所感」として、
① 橋下市長は市民が納得できる市政運
営をしていない。
② 財政が困難な時に選挙はいかがなも
のか。
と付記されていた点に関し、「政治上均
衡を欠く意見ではないか」と監査委院長

活動資金ご協力のお願い

に公開質問状を送った。とお話しした。 明、民主系市議を候補者に選んでいた。
「政治的な意見であり監査委員として
わけのわからない答えが返ってきた来た
。橋下市長は問題視し、
橋下市長が拒否の理由に挙げ たのは の公平さに欠ける」
ので、再質問をしているところだが、5 過去の住民監査請求。３月の出直し選の 矛先を新しい監査委員の候補者に向けた。
市長室での野党会派側と橋下市長の協
月 30 日の産経新聞に次のような記事が 費用を橋下市長に賠償させるよう求めた
「
（橋下市長は）想像より柔軟だった」
載った。橋下市長は自分のことだから言 請求を当時の公明、自民の監査委員らは 議。
「所感」として「選挙費用は （民主系市議）といい、監査委員が所感
いにくいだろうが、時同じくして、私と 却下したが、
同じような思いをお持ちだったようだ。 市民にとって決して少ない負担と言い難 のルール作りを進めることなどを条件に
候補者を受け入れた。
しかし、橋下市長、甘い。最後は市長 い」と苦言を呈した。
に、「そのような偏向思考持った監査委
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員の任命責任をいかに考えるか。」と公
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開質問状が飛んでくるのに。私は周囲か
ら、「それだけは止めとけよ。」と言わ
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、
れているが。・・・・・
ビラ等の制作費・備品購入費等
ご支援を賜り心から御礼申し上げます。こ
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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
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」ＶＳ野党会
・NPO 法人百人の会 ・救う会大阪
子供達に誇りある国を残すため、
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本会議開かないぞ」
派「本会議開かないぞ
かないぞ」ᵁ監査委員人 けで戦っています。ところが問題は活動資
・秋田美輪さんを救出する川西市民の会
めぐり“攻防”
攻防”
選めぐり“
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
2014.5.30
サンケイ
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
３０日の大阪市議会の本会議は開会前、
※ 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
橋下徹市長と野党会派が攻防を繰り広げ
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・竹島を奪還する会・関西
た。この日の本会議で選出する監査委員
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
の候補者をめぐり意見がぶつか り、約１
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
時間遅れで開会。野党会派側では一時、
◇ 前記口座、または同封の郵便振替に
本会議の流会を辞さない強硬論も出る事
てご協力ください。
○ カンパ金の主な使途は下記団体の、
態となり、双方の関係悪化を象徴してい
・活動の資料等の発送費・道路、公園
た。
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「市長が監査委員を選任できないと言
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同封資料の募集について
募集について
原稿・
っている」
。本会議の予定時刻の５０分ほ
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
ど前、市幹部が公明市議団の控室を訪れ、
ルで発送しています。重さ制限は５０ｇ
公明幹部に市長の意向を伝えた。
「それだ ろ毎月全国約５千（目標１万）部発送し
です。まだ余裕がございますので、資料
ったら本会議を開かないぞ」。公明幹部は ております。掲載ご希望の論文、情報等
等の同封が可能です。ご相談ください。
市幹部に橋下市長へのメッセージを託し ございましたらどんどん表記事務所ま
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
た。
監査委員は地方自治体の財政事務など
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
が適正に行われているかチェックし、市
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
は４人の委員のうち２人を市議から選出。間から、または情報収集の専門家から情
ご不要でしたら即停止いたします。要領
慣例的に市議会が候補者を市長に伝え、
は次のアドレスに「メール希望」と空メ
報が送られてきます。それをメールで転
市長はその通りの人事案を議会に諮って
ールを（発信名義「NPO 法人百人の会」）
。
送します。内容はどこよりも詳しく多種
きた。今回、野党会派が主導する形で公 多様。
h100prs@oregano.ocn.ne.jp
「量が多過ぎとお叱りを受けるの

