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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

３万４９５５筆お 慰霊追悼では
慰霊追悼では慰霊追悼
では慰霊追悼ではなく
慰霊追悼ではなく、
ではなく、慰
お
霊顕彰なのである
霊顕彰なのである
百人の会のメー
東京都 白 井 裕 一
ルでは、
「百人の会
の仲間たち、
『そこ
戦没者への慰霊を追悼と云う。
まで言って委員
会』を乗っ取る」 それは、非命に斃れた戦没者の御霊を
とタイトルを書き お慰めし、その死を悼むことである。
配信したが、さす それは、日本全国各地に存在する、慰
が、ペーパーにな 霊碑や平和の碑、更に、各戦没者の墓
るとそこまで書い 碑や位牌がそうであろう。
ていいんかい。
「田
だが、靖国神社、護国神社、忠魂碑
島女史を撃沈」こ は、慰霊と追悼にとどまらない。慰霊
の程度にしておこ 顕彰なのである。...殉国の英霊の魂を
う。
褒め称え、鼓舞し、死してなお、大き
5 月 2 日、大阪 な御働きをお願いするのである。
京橋の読売 TV で、
靖国神社のご祭神たる英霊は、大谷
たかじんの「そこ
某が云ったように、「寝ている」ので
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

はない。今猶、雄々しく、我が祖国・
日本のため、愛する故郷のため、子孫
のために活き活きと御働きをされて
おられるのである。
オカルト的な表現をさせてもらえ
れば、「霊的」に国防に従事されてお
られるのである。
「霊的」に防衛をされておられるので
ある。
「国安かれ、民安かれ」と、守護神と
して、今現在も猶、御働きをされてお
られるのである。
藤田東湖が「正気歌」で詠んだよう
に、
「乃（すなは）ち、知る人亡ぶと 雖
（いへど）も、英靈、未（いま）だ嘗
（かつ）て泯（ほろ）びず。長（とこ
しへ）に天地の間に在り、凛
然（りんぜん）として、彜倫
（いりん）を敍（じょ）す。
孰（たれ）か能（よ）く之（こ
れ）を扶持（ふち）するもの
ぞ。
」
「すなわち、当時を知る人々
が亡くなっても、英霊たちが
滅んだことは、いまだかつて
ない。正気、とこしえに天地
の間にあって、りりしく普遍
の道を現し続ける。かくのご
とき正気を、だれが助けて伸
ばせるだろうか。人為ででき
ることではない。
」のである。
英霊は死なず。
英霊は滅びず。だからこそ、
靖国神社に於いて、商売繁盛
やら、厄祓いやら、合格祈願
やら、病気平癒やらをお願い

しても、大丈夫なのである。
国を守り、帝を御護りするこ
とが出来る程、神威がお有りに
なる大神様なのである。それら
の祈願を叶えることなど、いと
も容易いことではないか。英霊
は、祖国を守り、帝を御守りす
る尊い神だから、個々人の私的
な祈願は相応しくないと指弾す
る人もいる。
し かし、もし、そうであるな
らば、天照大神や大国主命とて、
同様ではあるまいか？ そうな
れば、伊勢の神宮や出雲大社で、
個々人の祈願が許されなくなっ
てしまうだろう。
英霊は、
「人神」である。
人間として生を受け、大変なご
苦労をされた末に「神上がり」
された神様である。だからこそ、
人々のこまごまとした悩みや苦
しみを真摯に受け止めて下さる
「優しい」神様なのである。
英霊は死なず。
英霊は滅びず。
英霊は、今猶、活き続け、御
働きをされておられる。だから
こそ、日本に仇なそうとする不
埒者どもにとって、目障りな存
在なのである。脅威なのである。
靖国神社を巡る軋轢が生じるの
は、この為なのである。
日本を敵視し、侵そうとする
者どもこそ、靖国神社は一番の
標的にされるのである。
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日本の繁栄は
繁栄は
今の日本の
熊坂雄一郎
今の繁栄した日本があるのは、神社に
英霊を被告にして
被告にして委員会
掲示板より
「英霊を
にして委員会」
委員会」掲示板より
祭られている英霊のおかげ。戦犯といわ
http://eirei.1616bbs.com/bbs/
れる方々は東京裁判という似非裁判での
[227]あってはならない
あってはならない事態
あってはならない事態 津川雄哉
濡れ衣であるのは歴然たること。日本人
応援してます！ 売国奴をいち早く下 でそれをことさら云う人があることが信
ろしましょう。あってはならない事態で じられない。
す。先日の大阪参加できず残念です。
アメリカによって魂を抜かれたままの
人が、いま「アメリカ出て行け！」など
遺族】今の我国の
我国の繁栄と
繁栄と平和は
平和は、ご英霊 と叫んでいるのは漫画でしかない。
【遺族】
のお蔭
のお蔭
岡嵜幸平
訴訟には敢然
今の我国の繁栄と平和は、国の為家族 訴訟には
には敢然と
敢然と戦うべし
野田滋美
の為と心から思い、勇猛果敢に戦い、た
安倍首相の靖国神社参拝は日本国家と
った一つしか無い尊い命を捧げられた、 して当然の事である。靖国神社を反日・
ご英霊のお蔭であります。
日本叩きの道具として日本を縛る事は絶
日清、日露、大東亜戦争と戦い抜いた 対に許してはならない。
我が民族の命を惜しまぬ戦ぶりは敵国軍
訴訟には敢然と戦って頂きたい。諸々
人も称賛する所であり、そのことが戦後 の活動には応援します。
７０年の平和が保たれた最大の要因であ
遺族】英霊を
英霊を被告にするとは
被告にするとは
ります。
【遺族】
齋藤登
靖国神社に鎮まるご英霊に対しては、
国のために散った英霊を被告にすると
今を生きる我々国民一同感謝の誠を奉げ は、全く何といういうことでしょう!
るべきであります。絶対に英霊を貶めて 絶対に許すことはできません。
はなりません。
遺族】靖国攻撃には
靖国攻撃には敢然
【遺族】
には敢然と
敢然と戦うべき
遺族】今日の
今日の風潮に
風潮に只々暗澹たる
只々暗澹たる思
【遺族】
たる思い
竹内重臣
岩越義正
戦前出征兵士を我が国民は全て歓呼を
齢八十の老人でお役にも立ちませんが、 持って送ったのであった。然しながら占
憂国の炎はふつふつと燃え続けておりま 領後或いは独立後は手の平を返すよう戦
す。
没者英霊を侮蔑した。その最たる自称が
英霊への感謝も忘れ果てた今日の風潮 英霊の冒涜であり、靖国神社攻撃である。
に只々暗澹たる思いでおります。老人は したがってそれらの行動に敢然と戦い勝
軍歌ばかり歌っておらず次代の少年を教 利せねばならない。
導する為に余生を捧げるべきと愚考し、
叔父、父ら帝国軍人、延いては我が国
微力を振り絞っております。。
の先人のためにも是非とも協力したいと
考えます。

冒涜は許せない
【遺族
遺族】
遺族】冒涜は
山本衛
我々夫婦のそれぞれの叔父、三名が祀

英霊を蔑ろにする事
ろにする事など血
など血の通った人間
った人間
英霊を
所業ではない
の所業ではない
井上明彦
日清・日露・大東亜は当然だけでは無
く、明治維新でも、国を思い御皇室を御
護りする為に、未来の日本、そして日本
人のために立派に散華された英霊を蔑ろ
にする等、凡そ血の通った人間のできる
ことではありません。
力足りぬ私では在りますが、何時も心に
英霊に対する感謝を持って、今後も生活
していきます。

遺族】上京する
上京する度
靖国神社に参拝
【遺族】
する度に靖国神社に
稲葉敏
私の大伯父が日露戦争旅順で戦死して
おります。大伯父の奥さんが私の祖母で
す。つまり、私の祖母は義弟と再婚した
事になります。
大伯父の血が祖父母を通じて私に引き
継がれている事に誇りを持っております。
上京する度に靖国神社に参拝しておりま
す。

遺族】日本国総理を
日本国総理を参拝させないことは
参拝させないことは 母方の祖父は伍長でありましたが、体調
【遺族】
間違った悪思想
間違った
った悪思想
林真澄
を崩し本土に帰りましたが、敗戦間近に
私自身、父方御先祖に英霊様がありま て爆撃により死にました。
すが、尊き人の命が国の為に散ってしま
我々の為に立派に戦った祖父達が何故
ったこと、自分の事の様に胸がつまりま 悪く言われなければならないのですか？
す。安倍首相、日本国総理が参拝できな 死人に口なしはもうたくさんです。日本
い、させないとは。
人は今こそ声を上げ英霊の汚名を晴らさ
何たるけしからぬ許してはならない間 なければ先祖に顔向けできません。
違った悪思想です。
英霊に慎んで哀悼
んで哀悼の
英霊に
哀悼の意を表します
遺族】英霊を
英霊を被告にするなどという
被告にするなどという発想
【遺族】
にするなどという発想
若林煕子
看過できぬ
は看過できぬ
千葉哲夫
先の大東亜戦争にて散華された英霊に
私自身潜水船の乗員として戦場に赴い 慎んで哀悼の意を表します。
たから英霊となられた方々の思いは判る。
その英霊を被告にするなどと言う発想は
看過する事は出来ぬ。
義父は靖国神社に合祀されている。

靖国神社の存在は
存在は平和を
平和を希求す
希求する
靖国神社の
波平健
純粋に考えれば、靖国神社の存在は平
和を希求する施設であると思われます。
強いて表現すれば好戦ではなくて、反戦
の為の存在でしょう。私は平和な国を護
る為に靖国神社を護っていく事を誓うも
のです。

日本人を貶める勢力
める勢力と
日本人を
勢力と
宮内弘人
終戦時、満州に居た。ソ連軍の侵攻に
遭った。
罪の無い多くの日本人が亡くなった。
日本人を貶める勢力と戦いたい

遺族】先祖に
先祖に顔向けできません
顔向けできません
【遺族】
上田暢彦
靖国の英霊は私の祖父二人の部下や上
官達であります。
父方の祖父は小隊長として東南アジア
から生きて本土の土を踏みました。
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られております。
全ての英霊に対する冒涜、靖国神社に
対する冒涜、日本国に対する冒涜を、そ
れがどういうものであれ許せません。
遺族】英霊に
英霊に恥じない日本
じない日本を
【遺族】
日本を 波多洋治
昭和 19 年 5 月 14 日、家内の父は北
支にて散華されました。祖国日本を思い、
ふるさとを思いつゝ尊い生命を捧げたの
であります。
家内三才の時のことであります。
以後母一人子一人の生活の中で、困窮に
耐えながら、最高学府まで進み、教師生
活を全う致しました。
義父の供養は、後に続く私達への激励
と勇気を与えるものでありました。
父達の尊い犠牲があればこそ、私達の今
日の繁栄です。
私達は英霊の思いに応え、英霊に恥じ
ない日本を築いていかなければなりませ
ん。日々心を新たにし、祖国再建を胸に
刻み精進したいと存じます。
遺族】私達の
私達の世代の
世代の役割は
役割は 青山拓生
【遺族】
死者を冒涜する事は倫理的に間違って
いるのに、ましてや国の為に戦って亡く
なられた英霊の方々を何故このように冒
涜するのか？
こういう左翼団体は私達の手で社会の
片隅匂いやらなければなりません！
私の祖父の末弟の方が英霊で靖国神社
におられます。私もやがて亡くなると、
こうした英霊の方々を誰がお祀りされる
のか？
総理大臣が毎年参拝される事、そして、
天皇陛下がいずれ御親拝される事によっ
て、英霊の方々を称える事が何よりの私
達の役割だと思います。わたし達を国を
守りなくなられた方々を中国・韓国が不

当に貶める事は許されず、ましてや言論
の自由が保障されているアメリカが貶め
る事は尚更許せません。
遺族】遺族としてこの
遺族としてこの裁判
【遺族】
としてこの裁判は
裁判は耐え難く
富原美恵
私の叔父は南方戦線に赴き、終戦前年
の昭和 19 年 11 月 15 日に帰還船が撃
沈され 28 歳の命を閉じました。
現在、靖国神社に祀られていますが、
今回の裁判は怒りと悲しみで遺族として
は耐え難く許せません。
りある祖国日本を
どそう！
誇りある祖国日本
祖国日本を取り戻どそう！
小林幸昌
初めまして！新潟に住む小林幸昌と申
します。我が國を御守り頂き今の我々が
あるのも無念にも散華された英霊あって
の事だと思います。戦後我が國は歪めら
れた歴史感、社会感が蔓延し日本人であ
りながら日本を貶め卑下し誇りと自信を
もてぬ人が多いのかと考えます。少し前
までは私もそうでしたが日本人でありな
がら日本の歴史をまるで知らないᵁ日教
組教育の弊害ですね。しかし、ネットが
発達した今、本当の日本の歴史、昔なが
らの社会感、知れば知るほど日本、日本
人である事に誇りを持ち、wgip による歪
められた洗脳から目覚める人も多いかと
思います！
誇りある祖国日本を取り戻すため、微
力ながら応援させていただきたいと思う
所存であります。裁判の行方、注視しさ
せていただきます。
将来の日本の
日本の為 ツルオカムネキ
将来の
大変な活動だと思いますが、英霊のた
め、将来の日本のために頑張ってくださ
い。

左翼思想の人達による
人達による弾圧
左翼思想の
による弾圧
ヨシナガマキコ
国の為に亡くなった方が何故このよう
な訴訟を起こされなければいけないか、
全く理解できません。
戦犯などもういないし、日本だけが戦
争をしてきた訳ではありません。
亡くなった方に頭を下げるということ
に、反対をするという行為は、それこそ
宗教に対する冒涜であり、弾圧であり、
宗教の自由を奪うことです。左翼思想の
人たちは我々の先祖が何故戦争に踏み切
ったのか知ろうともせず、ただ単に、政
治に利用しているにすぎません。

をもって尊しの日本人
しの日本人の
和をもって尊
日本人の良いところが
悪用されている
悪用されている
モチギ マサミ
日本人として許しがたい訴訟だと思い
ます。福沢諭吉の脱亞論といきたいので
すが、相手方がどうしても日本に寄生し
ようとする悪行が許せません。
また、日本の政治家も腐っていて、ど
うしても親韓派や親中派が蔓延っている
現状に嫌気をさしております。
法曹界におかれましても、近年は人権
を重んじて和をもって尊しの日本人の良
いところが、完全な弱点として悪用され、
醜い拡大解釈をも常識の如く取り上げる
しだいだと危惧しております。
良識ある弁護士さんは希少と成りつつ
ある現代、本当に頑張って下さい。
取り敢えず、一個人として末席に参加さ
せて頂きます。

アダチイサム

日本の為、英霊の
英霊の為に イノウエテツオ
日本の
日本の為、英霊の為、参加しますよろ
しくお願いします。
勉強させて頂
勉強させて
させて頂きます

数年前に日本は素晴らしい国で有る事
に目覚めました。
「戦わずに奴隷に成る屈辱より、負ける
かも知れないけど、まず全力で戦おう」
英霊の何方かがおしゃった言葉ですが、
そこから日本について考える様に成り、
竹田先生の御本や番組で勉強させて頂い
ております。

日本を、家族を
家族を守って戦
って戦った祖父
った祖父と
英霊の
日本を
祖父と英霊の
為に
ハナダ エツシ
親族で靖国に祀られているものはおり
ませんが、祖父が支那事変の際大陸で戦
い銃弾を足に受け負傷しました。
祖父はその傷を、日本を、家族を守っ
て戦った証として生涯誇りにしておりま
した。そんな思いで戦った方々が祀られ
ている靖国の英霊を貶める行為は許すこ
とが出来ません。
貴会の活動に賛同し参加させていただ
きます。このように声をあげる機会をつ
くってくださり大変感謝しております。

訴訟は卑劣の
卑劣の極み
訴訟は
普通の日本国民
死人に口なし、と反論のできない英霊
に対して訴訟をおこすこと自体卑劣の極
み。母国のために身命を賭した祖先が貶
められるのを座して見過ごすわけには行
きません。

日本があるのはご英霊
犠牲のお陰
今の日本があるのはご
があるのはご英霊の
英霊の犠牲のお
のお陰
オオミ トクジ
今の日本があるのは数々の大戦で次世
代の為に命も惜しまず散って行ったご英
霊の犠牲の上で成り立っている。日本で
生まれ生活出来ている事に感謝します。

ありがとうございます
恵一
こうした組織を作ってくださり、また、
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英霊の思い Name：道澤譲 Date：
英霊の
2014/10/03(金) 14:50 [ 返信 ]
戦後 69 年、日本人はあまりにも国家と
いう意識をもたずに生活をしていると、
近頃特に思うようになりました。正しい
近現代史を自分で学び諳んじて行動する
時代が来たのだと思っています。英霊の

愛国の原点
愛国の
井原四郎
靖国神社参拝が愛国の原点。集団的自
衛権容認、憲法改正、教育改革等の課題
はすべてこの一筋につながる。

遺族】被告席にすわらせない
被告席にすわらせない 本里福治
【遺族】
私の父も靖国神社に祀られています。

毎年参拝
坂本行正
国家国民の為に尊い命を落とされた
方々に、尊崇の念を持って、毎年靖国神
社に参拝しております。安倍総理の靖国
参拝に対する訴訟を断じて許してはなら
ないとの思いで、本件補助参加申込みを
させて頂きます。

首相参拝
山田ひろ子
兵庫県護国神社に親族が英霊として祀
られています。靖国神社に首相が参拝さ
れることで遺族も喜んでいます。

天皇陛下の参拝を
参拝を
訴訟参加という方法を手引きしてくださ 天皇陛下の
増田秋夫
思いはやはり多くの日本人にとどくのだ
っていることに感謝申し上げます。
私の戦友も多数、比島、満州其の他に とも思っています。
於いて戦死しました。私（95 歳）も運あ
次世代に伝えるべき義務
えるべき義務 ナカダミワコ
親友が靖国に
靖国に
次世代に
って生き残りましたが、日本の為に死ん 親友が
斎藤基樹
英霊への感謝とその名誉を護ることは、 だ戦友の願いは、天皇陛下が靖国神社に
私の尊属に戦病死者はおりません。私
現代に生きる日本人の義務であり、権利 参拝することが最終的な願望と思います。 自身は現役陸軍兵卒として召集を受け、
でであると思います。このことは必ず次 天皇を中心とした家族国家であれば当然 やがては「靖国の鬼」と覚悟し遺書も認
世代へも伝えていかなければならないこ で、外国のタワゴトにこだわってはいけ めましたが、無事復員してきました。
とです。
ないと思います。内政干渉はするなと政
しかし、少年志願兵として海軍に入り、
治家たちはなぜ言わないのか。腰の抜け 潜水艦通信士乗務を命ぜられた小学校同
遺族】靖國神社を
靖國神社を護るのは当
るのは当たりまえ
たりまえ
【遺族】
た日本人が占領政策（アメリカ）以後増 級生の親友萩原正治君は、昭和 19 年 12
広島市会社員 加したようです。サヨクは非国民、国外 月 19 日以降、フィリピン沖海底深く永
祖父は比島で戦死して遺骨もありませ 追放を。
眠しているのです。わがクラス唯一人の
ん。戦死場所戦死状況も解りません。
靖国神社参拝は、英霊に対する信仰の 戦死者なのです。
更に所属師団も解りません。
問題であって、此れを政治問題に変える
彼の戦死を知って以来、私は彼をわが
祖父の弟は支那事変で戦死で逐一戦死 根性は左翼の持ち前で、人間の目に見え 家族の戦死者とみて、護国神社、靖国神
状況に遺骨もあります。
ない霊魂の存在を否定したマルクス実存 社にお詣りを続けております。
その様な祖父に大叔父が祀られている 主義の現れである。
国民の納得
靖國神社を護るのは当たり前です。冒涜
目に見えるものを信じ、見えないもの 国民の
西島博
するのは許すわけにはいきません。
は否定する彼等と我等とは次元が根本的
戦犯であろうが、その時には国の為に
に異なっている認識が肝要で、戦死者の 亡くなられた事には敬意を払うべきであ
慰霊を認めない中国共産党政府と同一で り、時間をかけて国民に納得をもらう努
あろう。宗教（信仰）の自由は、靖国神 力をしましょう。
社参拝にも適用されて然るべく、裁判所
は宗教（信仰）の自由をどう考えるかが
問題である。
きる者の務め
今を生きる者
小松
謂れなき耐えがたい濡れ衣を着せられ
た英霊に対して、これを晴らすことは今
を生きる者の務めであると思っておりま
す。

日本の為のご活動
のご活動、
がる思いです。
いです。
日本の
活動、頭が下がる思
高橋
委任状今日送付しました。反日左翼と
言う、カルト狂集団が、この国に多数い
る事自体非常に憤りを感じる。出来るも
のなら、この手で抹殺したい気持ちであ
る。
社会の中枢にはびこる悪魔が一掃され
るのを願うばかりである。大した事も出
来ませんが当事務局の皆様を含め、日夜
反日勢力を戦っておられる個人団体のご
活躍を祈っております。

父を被告席にすわらすわけにはいきませ
ん。メール 27 通、FAX7 通発信しまし
た。手渡し、10～20 通する予定です。

英霊の名誉を
名誉を取り戻す御手伝いを
御手伝いを
英霊の
儀同慶子
父親が沖縄戦に出征しておりまして、
生還しましたが、恥ずかしながらサヨク
になってしまいました。戦友の方々の中
にも靖国の英霊になられた方が多数おら
れるにも係わらず、同期の方々からのお
誘いがあるにも係わらず、靖国への参拝
を拒否し続け、更にはサヨク共の言うな
りに日本軍ばかりか、天皇陛下の悪口を
言い続け、著書も出す等のあさましい人
間に成り果てました。
自分は父親と、父親に調子を合わせて
戦前の日本を悪し様に言う母親にも騙さ
れて育ちまして、靖国の事も誤解し続け
ていました。
自分はサヨク共に貶められ汚名を着せ
られた英霊の方々の名誉を取り戻す御手
伝いをさせて頂きたいです。

りを覚えます
怒りを覚
大原秀明
二男の私が八十路に近く、一級障碍者
となり靖国の社に参拝が困難となった今
日、本件の原告共には心の底から怒りを
覚えます。昭和 26 年、マックはやっと
日本が戦ったのは自衛の為と認めました。
亡父が率いた 62AA（第 18 軍直轄の独
立野戦高射砲第 62 大隊）全 636 名の内
で戦後生還された方は、僅かに 34 名。
その方々も全員が英霊戦友の許に旅立っ
てゆかれました。ニューギニアには今も
ご遺骨が眠った侭でおられます。あらゆ
る階層に反日国賊「ニホン人」が潜り込
んでおり、法曹界も例外ではありません。
要注意です。
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英霊の名を守る
英霊の
荒木紫帆
靖国神社に参拝する度、つい「申し訳
ございません」とお詫び申し上げてしま
ひます。英霊達が望んだ日本を、私達は
作り上げたであらうか。豊かにはなった
けれど、日本精神をきちんと守り伝へて
居るであらうか。さう思ふとまだまだ足
りていないとお詫びの気持ちがわいて来
るのです。英霊の名を守ることが、国を
守ることになると存じます。
国家元首参拝は当然
国家元首参拝は
朝倉憲夫
国家元首が国のために殉じた英霊を祀
ることは元首の当然の行為であり、国の
大小に拘わらず、世界のどの国において
も最も尊大なものとして国家行事として
取り扱われています。他国から差し出が
ましく言われる筋合は全くありません。
それに動揺することはありません。
もしも靖国の精神が国民に理解されな
ければ、日本はもはや国家ではない。断
じて、許すまじ。

感謝し、その想
その想いを受
いを受けつがなければ
感謝し
大里利絵
英霊の方々の行動があってこそ、今の
自分があります。感謝し、その想いを受
けつがなければと思います。

遺族】伯父を
伯父を被告席に
被告席に座らせることなど
【遺族】
できない
メグミ サトコ
靖国神社には、母方の伯父を祀って頂
いています。レイテ島の激戦で戦死した
伯父を被告席に座らせることなどできま
せん。微力ながら、参加させていただき
ます。

靖国参拝は我々日本人と
我々日本人と英霊との
英霊との大切
靖国参拝は
との大切な
大切な
約束
清水雅弘
原告側の主張の支離滅裂さに憤りを感
じました。靖国神社への参拝は我々日本
人と英霊との大切な約束なのです。
決して原告側の様な考えは間違いである
（少数意見である）と知らしめる為にも

日本を冒涜されたも
冒涜されたも同然
日本を
されたも同然
ナルミリョウコ
紹介してもらった荒川拓真さんから、
以前靖国の存在理由と英霊についての尊
さと日本にはなくてはならないもので現
在の日本を支えている土台だということ
を教えてもらいました。
自分で調べているうちにもその尊さと
尊厳を感じました。その靖国が訴えられ
るだなんて国防の危機です。
黙ってはいられないので参加させてい
ただくことにいたしました。靖国の英霊
を冒涜されると言うことは日本を冒涜さ
れたも同然！

んで哀悼の意を表します。
たために英霊に対して感謝の気持ちが足 微力ですが御協力させて下さい。
りなかったことに気づき自分自身に対し
賛同します
御霊を被告にするなどもっての
被告にするなどもっての外
賛同します
ヒラオ ノリアキ
ても情けなく英霊に対して申し訳なく思 御霊を
にするなどもっての外
京都出身の母方の叔父がフイリピンの ってます。
野口正紀
レイテ近くの小島で玉砕しています、
戦後７０年近くたってもこの状況があ
大東亜戦争以前に日本国の為に人力を
全ての国民や国会議員が靖国にお参りす ることに憤りを感じます。
尽くし、命まで掛けた英霊の御霊を被告
ることがなぜ悪いのか理解できません、 微力ながら力に慣れれば幸いです。
にするなどもっての外です。
このような訴訟を受ける裁判所にも疑問
今の日本があるのは見事に散って行っ
感謝ⷢの気持ち
気持ち
があります、
感謝ⷢ
ナカムラキョウコ
た英霊のお蔭だと何故思わないのでしょ
この訴訟補助参加の考えに賛同します。 あの時代に命を授かったために、日本 うか。しかも、意図的に強豪列国に仕組
のため家族のために命を捧げた英霊たち まれて戦争にならざる終えなかった日清
たり前の事なのに
当たり前
ワタナベカスミ
今の時代、自分も含め日本のために命を 戦争、日露戦争、大東亜戦争は悪戯など
私の祖父は無事に帰還しましたが、英 捧げられるだろうか？
と思ったことはありません。
霊の方々がおられなければ、今の私はこ
この国に生まれ、日本人であることに
靖国訴訟は英霊を
英霊を辱める行為
める行為
こにいなかった存在です。日本人が当た 感謝しているが・・・
靖国訴訟は
学生
り前の事をしているのに他国の方がとや
英霊たちにⷢ感謝ⷢこそすれ、貶める
私の親族にも戦死して英霊として祀ら
かく言われる事は筋違いです。微力なが とは・・・ⷢ感謝ⷢの気持ちを忘れた日 れている方がいます。
ら応援しています。
本人が日本を駄目にしてませんか？
この国のために戦った英霊を辱める行為
は絶対に許せません
出来る限りの応援
りの応援をしたいです
出来る
応援をしたいです
らしは英霊のおかげ
小田切圭子 今の暮らしは英霊
英霊のおかげ
原千澄
英霊の皆様のお陰で私達がいます。微
英霊の皆皆様のおかげで今の暮らしが
力ですが出来る限りの応援をしたいです。 あります。それを貶める活動は断じて許
せません。

遺族】両親の
両親の代理として
代理として岩田義泰・幸子
【遺族】
として
私は岩田義泰・幸子の長女の山口玲子
と申します。実父・義泰の兄が靖国神社
におります。父も兄も軍人として立派に
戦い、日本国を守りました。総理大臣の
参拝は、両親始め私達の悲願です。
義泰は、戦車第４連隊の隊長として、
後に陸軍士官学校 53 期生として士官学
校の教官として任務を全うし、父の兄は
偵察飛行中米軍に撃たれ、幻の帰還とし
て新聞報道されました。
応援致しております。両親は現在、有
料老人ホームにおります。

英霊
して申し訳ない ヤノトモミ
英霊に
に対して申
今まで歴史問題を間違って認識してい

この訴訟
この訴訟
船田
「神社参拝は 英語で言えば custom で
あり、基本的人権である。」
従って、憲法第１１条により、侵しては
ならない。
平成２６年（ワ）第９８２５号 安倍首
相靖国神社参拝違憲確認等請求事件の原
告のもとめる「自由及び権利」は、（基
本的人権を侵害しており）公共の福祉に
反しているのであるから、憲法第１２条
によって、みとめられない。

哀悼の意
哀悼の
若林高明
先の大東亜戦争にて散華された英霊に謹
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133] 少しでもお役
しでもお役に立てれば 杉尾譲
サインと押印だけの協力しか出来ない

日本人の使命
戦後日本人の
油井薫
わが国には「戦後レジームから覚醒し
た日本人」がまだまだたくさん必要です。
日本国憲法を改正し前文と９条が破棄さ
れ、自衛隊が国防軍となり、「自分の国
は自分で守る」当たり前の独立国になる
まで、立場は違えど努力するのが戦後日
本人の使命と考えております。

かお役に
何かお役
鈴木敏文
英霊の御心に何一つ御返しできない私
ですが、何かお役に立てるならばと、参
加希望いたしました。

日本と日本人を
日本人を守るために
日本と
カワダトモヒロ
日本を日本人を貶めようとしている人
たちに、決して屈するわけには行きませ
ん。微力ながらお力になるのでしたらと
思い、署名させていただきます。
日本・日本人を守るためによろしくお
願いします。

日本を守った英霊
った英霊であり
祖父、祖母
許されることではありません！ 一緒に 日本を
英霊であり、
であり、私の祖父、
原告側は、現在の裕福な日本が先人た
らを守った方
った方たち
たたかいましょう。
らを守
学生
ちによるものだと理解せず、ただただ自
日本人が神社にお参りすることは、靖 分たちの欲求（利益）を追求し、後世の
宗教分離の話に言い換え利用するのは
利用するのは
宗教分離の
国神社以外だったとしても決して誰にも 日本人への恥と不利益をもたらすかもし
一般人
侵害されるべきではないと思っています。 れないことも考えていない小児病的な訴
英霊を総理が敬うのは当たり前の話、 また靖国神社に祭られているのは日本を えだと思っています。
それを宗教分離の話に言い換え。
守った英霊であり、私の祖父、祖母らを
ぜひ、健闘し、ねじ伏せて頂きたく存
自分たちのイデオロギーに利用するの 守った方たちです。
じます。
以上
は許さない。
それを貶める裁判など許されざる暴挙
えの利益なし
だと思い、申し込みをさせて頂きます。 訴えの利
団体職員
なぜ現代人が
英霊を裁こうとするのか
なぜ現代人
現代人が英霊を
政教分離にならず、訴えの利益なし
英霊の魂を侮辱する
侮辱する様
じて有っ
古賀富美子
英霊の
する様な事は断じて有
英霊に対し尊崇の念を表するのは国民固
誰も戦争を肯定などしたくありません。 てはならない
小林誠治
有の権利義務であり、干渉は許されない
けれど、現実としてご先祖様が命を懸け
英霊の尊い犠牲が有っての今日の日本
て戦ってくださったおかげで、今の安心 が有り、その英霊の魂を侮辱する様な事
安全な国・日本に住んでいられるのだと は断じて有ってはならない事で有ると認
思います。
識しています。
なぜ現代人が英霊を裁くことができる
微力では有りますが趣旨に賛同し応援
のか私には到底理解できません。
させて頂きます。

このままでは後世の日本人へ
日本人への恥と不利
このままでは後
益をもたらす
松本誠一
戦没者を敬う気持ちを否定し、日本国
の国益を率先して損じ、私欲とも思える
ような慰謝料を請求するような人々は断
じて許せません。

国際社会にアピールを
アピールを
国際社会に
杉原秀司
戦犯が如何にして作り上げられたかを
国際社会にアピールしたいです。

英霊を敬うのは当
うのは当たり前
たり前 ナベ リョウ
断固とした対応
英霊を
断固とした
とした対応を
対応を
小島圭貴
彼らの言い分はどう考えてもおかしい、 私は会津出身で、戊辰戦争における会
英霊を敬うのは当たり前の行為である。 津は国賊の立場にあるため靖国神社に祀
られるということはありません。
徹底的に戦いたい
徹底的に
大阪・主婦
しかし、事実を知りかつ昨今の状況を
英霊を貶める行為には徹底的に戦いた 踏まえると、靖国神社は尊い存在であり、
いと思います。心から応援致します。
訳の分からない訴訟に対して断固とした
対応を取らないといけないと思います。
先祖と子孫日本人の
子孫日本人の歴史と
歴史と魂と誇り
ご先祖と
井上伸子
平和の果実だけをむさぼり 戦い築い
てくださった英霊の方々を侮辱する行為
は断じて許せません いつから日本人は
こんな情けなく卑怯な人間になったのか
英霊の方々に当たり前に感謝と尊崇の
気持ちを示せる当たり前の国にしたい。
ご先祖と子孫日本人の歴史と魂と誇り
をまもるためにたたかってください。

ですがお役に立てれれば日本人として誇
りを持てると思い申し込みさせてもらい
ます

出来るか模索
何が出来るか
るか模索していきたい
模索していきたい
瀬戸山翼
私は、正直まだまだ勉強不足です。
しかし、日本を愛し、我が国のために何
が出来るか模索していきたいと思います。
ぜひ、応援させてください。

遺族】兄のためにも
【遺族】
小嶋澤子
靖国には兄も祭られております。ご主
旨に多いに賛同いたします。

異常な事態
異常な
小林義明
国民の代弁者たる国会議員が外国から
の批判を恐れ参拝をしないという異常な
事態を変えましょう。

英霊の方々を
方々を貶める勢力
める勢力に
ご英霊の
勢力に
二宮遼太郎
前評論家の金美齢先生がおっしゃって
おれらたように靖国参拝の批判や、まし
てご英霊の方々を貶める人間は忘恩の徒
だと思います。
また韓国人が靖国にとやかく言うのは
筋違いも甚だしいと思います。
こうしたご英霊の方々を貶めるような勢
力に対して断固として戦ってください。
応援しております。

行動しなければ
今、行動しなければ
小宮優桜
今、行動しなければ嘘と真実をすり替
えられてしまいます。
参加を希望しますので宜しくお願いい
たします。

でも祈ることができる靖国神社
ることができる靖国神社に
誰でも祈
靖国神社に
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ずや日本人の
上原久枝
皆様の志は必ずや日本人
日本人の心に響く
大東亜戦争で命を賭して日本のために
森 隆広
戦い眠る方々の名誉のため安らかな眠り
日本を守った英霊を貶めるような活動
のためこれ以上の勝手な振る舞いを許し に対抗するため微力ながら協力させてい
たくありません
ただきたく存じます。
終戦後すべての責任を負って刑を執行
委員会の皆様の高い志は日本人の心に
された方々もいます。
響き必ず理解されます。月並みな言葉と
何故今まだ騒がしくされるのかとても なってしまいますが、頑張って下さい。
残念だと思っておりました。
日本人であるならば
靖国神社に参拝することが当たり前に静 日本人であるならば
石田保明
かに皆さんでできるように希望します
精神、心、思いやりなど、目に見えな
安らかに眠る英霊と静かに祈るご遺族、 い物を重んじる日本人であるならば英霊
手を合わせて誰でも祈ることができるそ に対してそのような態度、言動など出来
んな靖国神社であって欲しいと思います ないはずです。
神の道を自ら進んで極めた方々に頭を
のために散った方
った方が祀られる神社
られる神社に
お国のために散
神社に
垂れさせていただくこと、それができる
永田紘己
喜びを感じています。微力ながら応援さ
私の祖父は旧日本軍人でした。祖父の せていただきます。
同期でお国のために散った方々も沢山い
がいけないなんて事がおかしい
らっしゃることでしょう。
拝む事がいけないなんて事
日本人であるなら誰にとっても、お国
柴田弥希
のために散った方が祀られる神社にお参
靖国は日本の為を思って戦ってくれた
りしておかしいことは一つもありません。 英霊たちが祀られている場所です。
韓国、中国が内政干渉はなはだしい事
こんな事許せない
こんな事許
事許せない
金子信一
を言ってこようと、亡くなった方を拝む
とんでもない事だと思います。
事がいけないなんて事おかしいです。
こんな非常識な事は許されません。
もう戦犯ではなくなった、と国会でも決
まったんですよね？ 何もおかしい事な
さな力でも何
でも何かしたい 尾崎幸子
小さな力
いです。
日本を思い、戦って、命を落とした人
原告に言いたい！
いたい！
達の為に、今、生きている私ができる事。 原告に
栗山和也
小さな力でも何かしたい。
裁判なんてとんでもない。
協力させて下さい。
日本の歴史、文化、風習を知らない者が
靖国を語るな！！
偏見を是正し
是正し英霊に
英霊に顔向けできるように
顔向けできるように
偏見を
英霊への冒涜、
冒涜、死生観への冒涜
高岡靖
英霊へ
靖国神社に対する偏見を是正すべき。
日野 謙之介
これでは英霊に合わせる顔がありません。 英霊への冒涜は許せません。
今、日本の平和は、英霊達の尊い犠牲の

為戦死された方
された方は大切にすべ
大切にすべ
[104]国
国の為戦死
き
楠本光彦
叔父が一名戦死して居りますので、靖
国神社に祭られて居るのでは？と思って
いますが、確認の仕方を知りませんので
未確認のままです。
戦争を讃美するつむりは有りませんが、
国の為戦死された方は大切にすべきと思
っています。

英霊に感謝するのは
感謝するのは当
たり前 大平清二
英霊に
するのは当たり前
日本の国の為に戦ってくれた英霊に対
して、感謝するのは日本人として当たり
前の事です。

訴訟差し止めの訴訟
めの訴訟を
こすべきだ
訴訟差
訴訟を起こすべきだ
小林克房
首相の靖国神社参拝を憲法違反として阻
止する訴訟を起こすのは、それこそ犯罪
者行為である。
信教の自由に反する行為である。訴訟
差し止めの訴訟を起こすべきだ。

上に成り立っている。
微力ながら参加させていただきたいです。
如何なる理由があろうと批判は許せま
しい姿を世界中に
界中に発信
せん。かつ、日本人の死生観への冒涜も 我が国の正しい姿
許せません。
菅原博三
売国奴朝日新聞の「従軍慰安婦」等に
たり前のこと
当たり前
大野みどり
関する捏造記事が原因で、中国、韓国の
日本人として当たり前のことだし、総 反日活動が世界中に波及しています。
理はごりっぱだと思います。
今こそ国民が一丸になって、我が国の正
早く日本バッシングを脱したい。いち しい姿を世界中に発信していかなければ
いち気にしなければいいと思う。
なりません。
内政干渉をしたがるシナには、チベッ
して訴えないと
トのことを言ってやるべき。
声に出して訴
柏木貴久子
声に出して訴えていかなければならな
協力します
藤田宗敏
いという危機感で参加を決意しました。
なにがなんでも がんばってください。
出来ることは微力ながら協力します。

祖父からの話
祖父からの
からの話もあり Name：伊藤あゆみ
私の祖父も二人戦争に参戦しており、
シベリア抑留などを経て日本へ帰国しま
した。
靖国で会おうと戦友と約束し、たくさ
んの戦友が亡くなっていったと、小さい
ころから話をしてくれました。英霊を貶
めるのは許せません。

英霊の方々を
方々を冒涜する
冒涜する行為
英霊の
する行為
茂木一政
日本を護るために命を投げ出した英霊
の方々を冒涜する行為は許せない。

英霊に対しての態度
しての態度が
英霊に
態度が許せない
吉田健太郎
日本国の英霊に対しての態度が許せま
せん。微力ながら参加させて頂きます。

連中には我
不敬を働く連中には
には我慢ならない
大野文彰
靖国問題と称して英霊に対して不敬を
働く連中には我慢なりません。
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このような 英霊の
このような英霊
英霊の 国 を 憂 う 尊 い 姿 があっ
して貰いたい
た事実を教育して貰
伊勢諏訪
藤井一少佐は歩兵科出身で熊谷飛行学
校の中隊長として少年飛行兵の精神教育
を担当していました。教え子達が戦死す
る中、自らも特攻を志願しましたが、航
空技術の専門ではなかったので願いは聞
き入れてもらえず、特攻への志願、却下
がくり返されました。
そんな中、夫の固い意志を知った奥さ
んは、『私達がいたのではこの世の未練
になり、思う存分の活躍が出来ないでし
ょうから、一足お先に逝(い)って待ってい
ます』という遺書を残し、長女と次女を
連れて飛行学校近くの荒川に身を投げま
した。
妻子の死を無駄にしまいと藤井少佐は
再度、特攻への志願を強く訴えました。
軍でもこうした事情を考慮した結果、特
攻志願を受理することとなりました。
そして「われ突入する」の電信を最後に、
妻子の待つ黄泉の国に旅立ちます。 終
戦の僅か２ヵ月半前のことでした。それ
は、妻子三人が荒川で命を絶った師走の
15 日から、五ヵ月経ったときでした。
現代の平和な世の中はᵁ このような英
霊の方々の崇高な精神により築き上げら
れたものであると、しっかりと昨今の軟
弱な若者達に教育し、英霊の御霊に心か
ら感謝しなければいけません。
最後に、私にも一
にも一言だけ
最後に
増木直美
総理が靖国参拝をされると、必ず《ア
ホ記者》が「公式参拝ですか、私的参拝
ですか」と総理を追い掛け回します。
また、毎年お盆が近ずくと、国民から
最も愛された歌手、坂本九氏も亡くなっ
た、ジャンボ機の墜落事故から○年とい
う記事を目にします。事故現場の御巣鷹
山に祭壇が設けられ、遺族をはじめ、多

活動資金ご協力のお願い

○ 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

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

でお送りください。また、弊紙は郵メー
ルで発送しています。重さ制限は５０ｇ
です。まだ余裕がございますので、資料
等の同封が可能です。ご相談ください。

ですが、試しに一度受信してみませんか。
ご不要でしたら即停止いたします。要領
は次のアドレスに「メール希望」と空メ
ールを（発信名義「NPO 法人百人の会」）
。
h100prs@oregano.ocn.ne.jp

諸情報のメール配信
諸情報のメール
のメール配信について
配信について

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

弊会『Ｍ情報活動報告』は現在のとこ
ろ毎月全国約５千（目標１万）部発送し
ております。掲載ご希望の論文、情報等
ございましたらどんどん表記事務所ま

原稿・同封資料
同封資料の
募集について
原稿・
資料の募集について

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

使用申請料・交通費、通信費・資料、
ビラ等の制作費・備品購入費等
○ 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
・秋田美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
◇ 前記口座、または同封の郵便振替に
てご協力ください。

くの関係者が慰霊に訪れ、そして必ず TV
に映るのが日航の社長が手を合わせる姿。 編 集 後 記
「声」を載せたい。今月もまた「英霊を
バカマスコミに聞きたいと思います。な
被告にして委員会」の特集になってしま
今月こそは、宝塚の記事を載せたかっ
ぜ日航の社長に「今日は公式参拝ですか、
いました。それでも全体の半分程度です。
た。また、大阪府議会でも、憲法改正と
私的参拝ですか」と聞かないのか。
「今日
いたづら書きで始めた『M 情報』
。百人
慰安婦に関する、意見書が採択されるな
は私個人の立場で・・・」きっと後ろか
の会初代Ｋ理事長の言葉を借りれば「ト
ど、いろいろな記事がある。しかし、各
ら靴が飛んでくるでしょう。
イレの中に置いておいて毎朝読むんや」
位の「英霊への思い」の掲載を進めると、、
ＪＲ西日本の社長は尼崎の事故現場で
さぞかし快○でしょう。どこにでも置い
とても「後は来月回し！」と言うわけに
私人として手を合わせるのでしょうか。
てくれ！来月で丸５年。早いものです。
はいかない。お一人でも多くの方々の 【ご支援等の口座】
それで遺族が納得するのでしょうか。そ
郵便振替 ００９８０ ８ ２４５５４７ MASUKI 情報デスク
んなことは絶対あり得ない。
三菱東京UFJ銀行 千里中央支店 0044349 普通 増木重夫
だったら、日本国史上最大の事故に日
先ずは、平素より私どもの活動に力強い
本国の社長が社長として手を合わせるべ
きではないでしょうか。
「政教分離」など ご支援を賜り心から御礼申し上げます。こ
のレポートにもありますように、私どもは
とわけのわからない話をを持ち出して。
子供達に誇りある国を残すため、日々命が
いくら仲の悪い夫婦でも、相手の親が
けで戦っています。ところが問題は活動資
亡くなれば、しばし休戦をし手を合わせ
金。今まで以上にがんばります。何卒資金
る。それが日本だと思うのです。
各位のメッセージを読ませていただいて、 のご協力を伏してお願い申し上げます。
※ この、Ｍ情報機関紙は新聞の形態をと
ただ一つ気に入らないことがあります。
っていますが、
「活動の報告書」です。
「頑張ってください」。そうじゃないでし
特に「購読料」は設定していません。
ょ。一緒に戦いましょう！ 応援団の募
カンパをよろしくお願いいたします。
集ではありません。選手の募集です。

裁判傍聴のお願
裁判傍聴のお
のお願い
東京】
【東京】
回口頭弁論（訴訟参加第 2 回目）
回目）
第２回口頭弁論（
12 月 1 日 東 京 地 裁 103 号 法 廷
15:30
14：50 頃より傍聴席抽選
より傍聴席抽選
※ 14：
裁判終了後、弁護士会館で
弁護士会館で報告会
裁判終了後、

大阪】
【大阪】
回口頭弁論（訴訟参加第 2 回目）
回目）
第３回口頭弁論（
１月９日大阪地裁 10:00
より傍聴席抽選
※ 9：40 頃より傍聴席抽選
ジャンパー
◎ 東京・大阪、黄
黄ジャンパーでスタッ
フが待機。お声掛けください。
http://mid.parfe.jp/kannyo/eirei/top.htm

