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Ｍ情報、創刊と言うほど立派なもので れそうですが、自分の好き勝手を書きた
もありませんが、１号発刊からちょうど い。紙面が原因でトラブルが生じた時、
丸５年が経ってしまいました。
百人の会に一切迷惑をかけたくない。と
そもそもこの情報誌を発刊したきっか （これでも）強く思っています。思いと
けは、５年前にさかのぼりますが、それ 結果が一致しないので申し訳ないのです
までも不定期にいろいろな活動の報告や、 が。だから、私個人が百人の会を取材し、
思っていること、いたづら書きなどを「徒 または流れ出た情報を拾い、全て個人の
然に」
、真につれづれにその都度まとめて、 責任で発行するという形態が一番いいの
ＦＡＸや郵便で送らせていただいていた かな、と思い、私個人が発行する形をと
のですが、どうせやるなら、もらった人 っています。
がさっと目を通してポイではなく、ファ
もう一つは、
「教育はすべての運動の根
イルしていただきたいな。それにはそれ 幹」と考えていることは言うまでもあり
にふさわしいものを、いや、できるだけ ませんが、NPO 法人百人の会は、
ふさわしい形態のものを。そして、２年 定款によると
後でも３年後でも何か事あるごとに資料 ① 教育再生のために地方議員へ
として見ていただければと思い。誰とは の情報提供、政策提言等
申しませんが、Ｋ議員はトイレにＭ情報 ② 教育再生のために国、地方自治
専用の棚があり、毎朝○○をしながら開 体、その他の機関へ情報提供、政策
いているとか。感謝の極みでございます。 提言等
ネットが情報伝達の王様になり、今やＰ ③ 教育再生のために情報交換の
Ｃでさえ時代遅れ、スマフォの時代。し 場を提供
かしそういった文明の利器になじめず、 となっていますので、あくまでこれ
ペーパーのみが情報入手の手段の人も多 を超えることはできません。現実は
くおられます。推測ですが運動をしてる 「教育再生のための情報」をかなり
人（広い意味で）の４割位は。関西の老 拡大解釈し運用しています。しかし
舗団体「関西防衛を支える会」に至って それにも限界があり、あまり拡大し
は全滅に近いのでは・・・。議員とて誰 すぎると「百人の会」って何？ と
とは申しませんが化石みたいな方も多く 言う話になってしまいます。
おられます。維新の橋下軍団の皆様には
メルマガの場合は消化が早いの
想像もつかないでしょうが。前記Ｋ議員 と「会員相互の意見交換」というこ
もＰＣをトイレに持ち込むことはできな とで、教育問題以外のいろいろな人
いようです。
の意見、いろいろな団体の取り組み
また、私は御存じのように百人の会の をご紹介できますが、ペーパーに残
事務局長を仰せつかっています。そうし すとなると躊躇します。また逆に、
ますと、皆さんの了解をもらって「百人 ネットの無責任さ、怖さはイヤと言
の会」として発行しろ！ とよく言われ うほど思い知らされましたので、配
ます。しかし、
「散々迷惑をかけておいて 信できることには限界があります。
（少々待ってください。時期が来たらき
前回の 159 号では、英霊を被告
ちっとお話しします）何を今更。
」と言わ にして委員会の掲示板から「靖国へ
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の思い」をご紹介しました。また、
今月号に記載しました沖縄の状況
等のように、どうしても皆様に読ん
でいただきたいのですが、百人の会
での紹介には無理がある記事がい
っぱいあります。そう言ったものを
整理するため、Ｍ情報を発行してい
ます。
Ｍ情報発刊５年目の節目に当た
り、発刊の思いを書かせていただき
ました。ご意見をお待ちします。
増木重夫

ごった返す、我事務所。元々は塾の教室だったんですが・・・・

「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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冒涜に何の価値があるの
価値があるの
〔103〕靖国
靖国の
靖国の冒涜に
か
岩井勝正
今靖国の冒涜が何の価値があるのでし
ょうか。憲法条文を都合よく拡大解釈し
た左翼、リベラリスト。己の信条に従わ
せようとする行動は憲法も無視していま
す。
御親拝が叶う日を
御親拝が
峰崎 椿
お国のために尊い命をかけて戦ってくだ
さった方々を国民として尊崇の念を持つ
のは当然です。そして首相の参拝も当然
です。
何より御親拝が叶う日を心より待ちわ
びております

拝して頂きたいと願っております。
今日の我々日本人の大多数が、安全で文
化的な生活をおくることができる
のも、一重に日本の未来の為に尊い命を
捧げて下さった方々のお
かげと思っております
英霊に感謝、
感謝、抗議さ
抗議さ れる方々
れる方々には
英霊に
方々には、
には、屈す
るべからず
水野明美
日本国のために命を落とされた方々に
対する侮辱は許せません。英霊に感謝、
国外や日本内で、抗議される方々には、
屈するべからず。
御英霊の侮辱などあってはならない
侮辱などあってはならない
御英霊の
有江克
御英霊の御御霊を侮辱するなど人とし

日本に、日本人として
日本人として生
けたことに心
日本に
として生を受けたことに心
から感謝
吉本真璽
定年になるまでずっと自虐史観で洗脳
されたままの脳内お花畑の典型的な団塊
世代でした。しかし、李アキヒロの竹島
不法上陸、天皇陛下への土下座発言、シ
ナ工船の尖閣領海への不法侵入等等で、
なにかおかしいなと感じ。いろいろ、ネ
ットでしらべているうちに、日本人とし
て覚醒できたと思います。靖国神社には、
桜の季節に参拝し、遊就館もみてき
ました。いまは、日本に、日本人として
生を受けたことに心から感謝
ています。天皇陛下、皇后陛下万歳。

てあってはならない！
無宗教施設なんていらない 中野英二
無宗教施設なんていらない
日本の伝統と日本の心を守るべきです。 御英霊のご死守くださった日本を貶め
無宗教施設なんて、中身のないがらんど ては絶対にいけないです！
うの施設なんかいらない。
じて負けない
輩に断じて負
林健太郎
靖国神社を迫害しようとする輩に断じ
て負けてなるものか。！
同様 の 国民が
国民 が 多数居ると
多数居 ると確信
同様の
ると確信しておりま
確信しておりま
す
辻田剛志
貴会の活動に全面的に賛同させて頂き
ます。同様の国民が多数居ると確信して
おります。
一重 に 尊 い 命 を 捧 げて下
げて 下 さった方々
さった 方々のお
一重に
方々のお
かげ
黒瀬洋子
私自身、まだ参拝しておりませんので、
お恥ずかし
い限りですが、一人でも多くの方々に参

道理を踏み外し てきたかつての己
てきたかつての己へのけ 常軌を逸した挑戦状と言って良いでしょ
道理を
じめ
北條文月
う。国の為、国民の為と命を捧げた彼ら
なけなしの勇気を振り絞って個人情報 の意思を侮辱などできませんし、逆に侮
を書き込んでいます。これが、戦後レジ 辱できる原告の精神構造を疑います。一
ュームに浸かり切って日本人の道理を踏 日本国民として看過できません。
み外してきたかつての己へのけじめです。
勇気 をもって戦
った 家族を
永遠 に 語 り 継
いくら後悔しても、綸言汗の如し。落
勇気をもって
をもって戦 った家族
家族を 永遠に
とし前は自分でつけたい。
ごう
須田佳文
及ばずながら、参加させていただきます。
もし国家がひとつの家だと仮定して、
そこに強盗が押し入ったとしましょう。
大切な妻や子ども達、親兄弟を黙って差
し出す人は皆無でしょう？
不本意に無惨な結果に終わったとして
も、勇気をもって戦った家族を永遠に語
り継ぎ、その霊を讃えなければなりませ
ん。

今回 の 様 な 訴訟も
訴訟 も 裁判官の
裁判官 の 判断に
判断 に 任 せら
今回の
れない
坊修平
産経新聞記事を見まして応募しました。
左翼は熱心に組織的活動をしますが、従
来常識人はこれを無視・又は見逃してい
ました。しかしながらこのような対応は
朝日新聞の例のように国益を損ないます。
今回の様なバカな訴訟も最近の不可解な
裁判官の判断に任せる訳にはゆきません。

平和 の 礎 となった方々
となった 方々を
冒涜 するような
平和の
方々を 冒涜するような
行為は許せません
行為は
熊澤淑子
祖父も先の大戦で亡くなっています。
祖先の方々が「日本のために」命を落と
しました。今日本が平和にあるのは英霊
御霊のおかげです。感謝しています。そ
の平和の礎となった方々を冒涜するよう
な行為は許せません。

子供達に、自然な
自然な気持ちで
気持ちで靖國
子供達に
ちで靖國神社参拝
靖國神社参拝が
神社参拝が
出来る様に育てたい
出来る
小林響子
私の家族は直接靖国神社には入ってお
りません。しかし、亡くなった父親は日
本軍兵士として満州に配属されていまし
た。亡くなった戦友の事を語ろうとせず
に亡くなってしまった今、子供の私が変
わって参拝をしております。また、私の
嫁ぎ先は神道の家系で、親族には神職の
者も居たそうです。
私はその家系の長男の嫁として子供達
に、自然な気持ちで神社参拝が出来る様
に育てて行きたいのです。招魂舎、そし
て国靖からん靖国神社は日本国民の心の
より所とし、国家元首には参拝して頂き
たいと思っております。

祖国日本 で 暮 らせるのも英霊
らせるのも 英霊の
方々 のお
祖国日本で
英霊の 方々のお
かげ
高尾徹二
今、愛する家族と平和で豊かに母なる

靖国神社の地位・
地位・名誉は
名誉は、国民が
国民が守らなけ
靖国神社の
れば
柏崎純也
靖国神社の地位・名誉は、日本国政府
が運営・維持管理を放り出した以上、国
民が守らなければならないと考えており
ます。そうでなければ、日本国と国民の
ために戦い、支え、亡くなった方々に申
し訳がありません。

日本国及 び 日本国民への
日本国民 への常軌
した 挑
日本国及び
への常軌を
常軌を 逸 した挑
戦状
田口睦洋
この訴訟は、日本国及び日本国民への
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応援
応援しています
しています。
しています
ラッシュ
日本が嫌いなノイジーマイノリティー

花畑に危機感を
危機感を覚える
祖国日本で日本人として暮らせるのも、 〔事務局 居住地は日本以外でもＯＫで (左翼＆在日朝鮮)に負けてたまるか!
お花畑に
泉 平吉
靖國神社にまつられている英霊の方々の すヨ～～！〕
最近は若い方が多く靖国神社を参拝し
最近の中国、韓国、左翼、隠れ左翼の
おかげと心底思っている者です。現下の
ています。この現実を見てください！と 横暴さには、目に余るものがあります。
応援しています
英霊を侮辱するような風潮は看過し難く、 応援して
しています
MAIL
言いたいですね。
又、平和は大変良い事ですが、日本国民、
参加を決めました。
祖先のことを振り返らない者は、子孫
特に若者の世間知らずさ、お花畑認識に
のことも顧みない。日本人として応援し 愛国紳士
山中周平
は、危機感を覚えずには、居られません。
日本があるのは英霊
今の日本があるのは
があるのは英霊のおかげ
英霊のおかげ
ています。
日本のために戦ってくださった英霊方
御礼と慰霊
渡部禎士
を侮辱する者達に裁きをお願いいたしま 御礼と
石川敦子
支持します
今の日本があるのは英霊の方々のおか 強く支持します
TM
す。
日本国を護るため散っていかれた英霊
げです。是非とも国民の全てがいつでも
冗談ではなく、朝日新聞への意見広告
の方々に心より感謝申し上げます。
遺族〕英霊を
英霊を絶対にお
絶対にお守
お参りにいけます様に。
を検討されてはいかがでしょうか
〔遺族〕
にお守りしなければ
日本国国民が、日本国を護るために亡
北村晴代 くなられた方々に御礼と慰霊の参拝をさ
日本を愛する 者の頑張りどき
頑張りどき 石原隆夫 日本人なら
日本人なら！
平和を愛するなら！
するなら！
日本を
なら！平和を
私の祖父も靖国神社にお祀りしていた せて頂くことに関して、何で他国の人間
左翼の化けの皮が剥がれつつある今こ
熊澤淑子 だいております。日本のために亡くなら に色々言われなくてはならないのか、本
そ、日本を愛する者の頑張りどきです
祖父も先の大戦で亡くなっています。 れたたくさんの英霊を絶対にお守りしな 当に腹が立ちます。頑張って下さい。
祖先の方々が「日本のために」命を落と ければならないと思います。そのために
靖国神社に行くのだ
靖国神社に
梶原晴美
しました。
少しでも協力できればと思っております。 私も続きます
堤 義和
「靖国神社に行くのだ」という強い思い 今日本が平和にあるのは英霊御霊のおか よろしくお願いします。
私も皆さんに続きます。力を合わせま
を抱き、日本を守る為に戦って亡くなら げです。感謝しています。
しょう！！
言論や行動で
行動で穢されてはいけない場所
されてはいけない場所
れた祖父たちの思いを踏みにじることは、 その平和の礎となった方々を冒涜する 言論や
英霊たちの名誉
日本人としてあり得ないことです。
ような行為は許せません。
野村和香
英霊たちの
たちの名誉を
名誉を守ってください
靖国神社はこの日本を守る為に戦いそ
堤 静代
国家元首の国政報告は
国政報告は靖国が
靖国が最適
いつか靖国神社へ
国家元首の
いつか靖国神社
靖国神社へ
吉田聖
して戦死された英霊が祀られている大切
弁護団の皆さん祖国の礎を作った英霊
藤森尚教
今ある平和に感謝し、
「國靖かれ」と祈 な場所見境ない言論や行動で汚されては たちの名誉を守ってください。
先祖を敬うのは当然のこと。英霊に感 ることは日本国民として当たり前の行為 いけない場所です。どうか守ってくださ
二度と戦争のない
戦争のない世界
謝の意を持って祈るのも当然。国家元首 です。国を護るために命を落とされた方 い。
二度と
のない世界に
世界に
羽生美智子
が国政の御報告に上がるのも、靖国が最 に手を合わせる行為に反発する人は、ア
国の為に生命を捧げた多くの一般戦没
なことを守りたい
も適しているかとおもいます
メリカの５１番目の州になることを望ん 大切
切なことを守
伊澤平藏
者が祀られてる靖国。靖國で会おうって
でいたとでもいうのでしょうか。
日本の未来の為にも、大切なことを守 言い残して亡くなられた方々ᵁ
日本人ならば当然
日本人ならば
ならば当然
渡邉了介
個人的には、天皇陛下のご親拝が叶う りたいと思います
日本人なら誰もが感謝しなきゃいけな
日本人ならば当然の事と思い訴訟に参 日を待ち望んでいます。しかし国民とは
いと思うし、参拝しなければいけないと
応援します
加いたします。
別のお立場であらせられるため、国民の 私も応援します
高橋吉雄
思う。ただ「侵略された国の人」という
代表として内閣総理大臣に参拝願いたい
集会等に行くことは時間的に難しいか 考え方の人たちからしたら自分達の祖先
と思います。当たり前のことができる国 もしれませんが、応援します。
が酷い目に遭わされた本人達が祀られて
なっていって欲しいと強く願っています。 反日朝日のデタラメさが露呈したこの る神社に今の日本の総理大臣が参拝する
委員会の皆様、よろしくお願い致します。 機会を生かして、まともな国にしましょ のはやっぱり反感を感じるだろうᵁ
う。我慢の限界が超えているのが正直な それでもやっぱり総理大臣は参拝するべ
気落ちです。
きだと思う。
死にたくて戦争に行った人なんかいな
ながら応援しています
陰ながら応援
応援しています
まこと
居住地の都合上補助参加はかないませ
んが、関係者一同のご努力に心から敬意
を表するとともに、眠る獅子を呼び起こ
して大きな力を付けようではありません
か。
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神国日本を断固守る
断固守る Name：小笠原秀春
神国日本を
Date：2014/09/19(金) 22:53 [ 返
信 ]
毎年 8 月 15 日は、岐阜県護国神社の慰
霊祭に参加しております。
ご英霊に感謝の気持ちと、神国日本を断
固護りきる誓いを旨に参拝しております

い訳だから。
総理大臣は参拝した上で戦争の悲惨さ
を訴えて、二度と戦争の無い世界にして
行く為に発言すればいいのではないだろ
うかᵁ

靖国神社はこの日本を守る為に戦いそ
して戦死された英霊が祀られている大切
な場所。見境ない言論や行動で汚されて
はいけない場所です。どうか守ってくだ
さい。

海外の方にかきまわされる事
にかきまわされる事が恐い
海外の
新田浩美
日本人が日本人で有る為にも必要不可
欠な靖国神社を、お詣りさせない！なん
て？
お国のため、日本のため、愛する人達
の未来のために闘って亡くなられた方々
の靖国で会おうと散った A 級戦犯とされ
た方、B 級、Ｃ級戦犯とされた方は、本
当に？罪を侵したのでしょうかぁ？

遺族〕看過するわけに
看過するわけに参
〔遺族〕
するわけに参りません
青
柳宏太
私の祖父が、昭和 16 年に大陸広西省
にて、現地ゲリラに連れ去られて行方不
明となりました。(おそらく亡くなってい
ます)
祖国を守るために命を落とした 1 柱の
英霊を祖父に持つ者として、この度の英
霊を貶める訴訟を看過するわけには参り
ません。

首相には国民
代表して参拝
首相には
には国民を
国民を代表して
して参拝していただ
参拝していただ
きたい
廣木美子
地方に住んでいるため、そう簡単には
靖国神社に参拝できませんから、国民を
代表して首相が靖国神社に参拝していた
だきたいと思っています。
隣国が何やかやと言ってきても、日本
を創り守ってきた先人たちの霊に敬意を
示すのは当たり前のことです。それを「戦
争の準備行為」と思うのは考えが飛躍し
すぎ。こじつけにしか思えせん。

英霊に感謝
ご英霊に
井上昌孝
先祖に、シベリアに抑留された後、帰
国した方がおられます。私が生まれた頃
には亡くなっておられましたので、御顔
は写真でしか知りませんが、大変ご苦労
されたようです。靖国のご英霊に感謝致
します。
正気を取り戻すために
正気を
田中寿幸
英霊という言葉は、水戸の藤田東湖先
生「正気歌」に拠ります。
この度の趣旨に賛同し、訴訟参加いた
します。正気（せいき）を取り戻す為に。
って 委員会で
たかじんのそこまで
かじんのそこまで言
かじんのそこまで言 って委員会
委員会で 勉強
荒川美穂
いつも、たかじんのそこまで言って委
員会見ています。大変勉強になります。
この国がおかしな方向へ行きそうでイ
ライラします。今回立ち上がった皆様頑
張ってください。
言論や行動で
行動で汚されてはいけない
言論や
野村和香

戦争しないほうが良いに決まって居ま
す！ でも、国民を守る為、日本を守る
為に戦争が有ったと聞きました。靖国で
会おう！とᵁ旅立たれた方々の英霊が日
本の未来を見守り、靖国神社を守って下
さって要ると信じて居ます！
私は日本人で良かった！ 大和魂を守
って行きたいと思って居ます。日本の風
土、仕来たりに海外の方にかきまわされ
る事の方が恐いです。昔から日本全国で
は鯨肉を食べて脂を捕って、生活をして
きました！
靖国神社も日本人の志です。何時の時
も側で寄り添って行く場所で有ると思い
ます。

英霊に感謝を
感謝を捧げない国家
げない国家は
衰退する
ご英霊に
国家は衰退する
雅人
命を掛けて祖国を護られたご英霊に対
して、感謝と尊崇の気持ちをお供えさせ
て戴くことは、国民として当然のことで
す。靖国参拝は国民的行事として広く篤
く行うのが本当です。
先祖に対して感謝の心を持たない国家
は衰退するでしょう。英霊を被告にして
委員会の今後のご活躍を祈念しておりま
す。

有り得ない
伊原里香
日本の為に亡くなって行った方々をイ
マシメルなんて有り得ない！

普通 のことが普通
倭奸を撲滅しましょう
撲滅しましょう
普通のことが
のことが普通にできる
普通にできる国
にできる国 になります 倭奸を
佐藤正行
ように
中谷あゆみ
旧ソ連、中国や南北朝鮮でさえ、国の
どう考えても日本国首相が靖国神社に ために殉じた人々を蔑ろにするような事
参拝するのは普通のことだと思います。 はしません。この国は異常です。倭奸を
日参するのが本当でしょう。それを「間 撲滅しましょう。
違いだ」という人たちが白昼堂々と道を
英霊 に 哀悼の
哀悼 の 誠 を 捧 げることは総理大臣
げることは 総理大臣
歩いていることが不思議でなりません。 英霊に
頭がどうかしているとしか思えない。
の責務
片倉哲次郎
どうか、どうか、普通のことが普通に
国の最大の“公事”で亡くなられた英
できる国になりますように。
霊に哀悼の誠を捧げることは総理大臣の
責務と考えます。先の大戦を一部軍人の
腹立たしいです
腹立たしいです
赤木恭子
専横による“私事”であったかの歴史観
この様な、反日行為には断固反対です。 ＝東京裁判史観に毒され、事も有ろうに、
私たちのご先祖様や、宗教観を反日運動 日本人を過去の歴史と分断させるような
の材料に使われている。腹立たしいです。 “英霊を貶める裁判”への訴訟に参加し
たく申し込みます。
遺族〕原告を
原告を許す訳にはいきません
〔遺族〕
安倍総理には是非
古川勝博 安倍総理には
には是非とも
是非とも靖国参拝
とも靖国参拝を
靖国参拝を！
母方の叔父が先の大戦においてフィリ
平松千恵
ピンで戦死し靖国に祀られております。
安倍総理には是非とも靖国参拝して頂
叔父は日本国の為に命を捧げました。日 きたいです。頑張って下さい。
本の首相が英霊にお礼をするのは当然で
遺族〕なぜ被告席
なぜ被告席に
たされるのか、 涙
す。断じて原告を許す訳にはいきません。 〔遺族〕
被告席に立たされるのか、
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村井里美

が出る思いです
本里福治
我が国に戦犯などはおりません。祖国
名も無き 1 国民ですが、心より応援さ
私ごとを申せば、私の父（本里福男） のために命を捧げた方々に感謝の気持ち せて頂きたく思っています。
は、昭和 20 年 6 月、南支戦線にて戦死、 をもって参拝するのは当然のことです。
天皇陛下・総理大臣が
総理大臣が、靖国神社参拝でき
靖国神社参拝でき
靖国神社に祭られています。
それをことさら特別視し、インタビュー 天皇陛下
戦死するまでの間、何一つ悪事はして などしているマスコミ。この状態こそが る日を
佐野弘子
いません。まじめに働き、出征してから 異常だと思います。
日本の存亡の危機に際し、命をかけて、
はただひたすら、御国のために戦っただ
国と愛する家族を守ってくださった英霊
日本の為に、微力ながら
微力ながら
けです。なぜ被告席に立たされなければ 日本の
高橋顕
の皆様をおまつりする靖国神社に、総理
ならないのでしょうか。涙が出る思いで
日本の為に、微力ながら、御協力させ 大臣が参拝され感謝の念を捧げるのは当
す。
て頂きたく存じます
然のことです。どこの国でも当たり前の
ことです。
普通の国になりましょう
靖国 は 日本人である
日本人 である自
をみつみる 事 の
普通の
tukasa
靖国は
である自 分 をみつみる事
天皇陛下・総理大臣が、静かな環境の
できる、聖地
他国に干渉されて参拝できない異常さ。 できる、
中塚 尚
中で靖国神社参拝できる日が一日も早く
それを煽りたてるマスコミ。日本人とし
先日初めて靖国神社御参拝させて頂き 訪れることを祈念しています。
てまともな日本になってほしい、なるべ ました、余りの人の少なさに驚きまし
英霊の皆様の名誉を
名誉を何としても守
としても守らねば
きだと思います。ぜひ、頑張ってくださ た！ 英霊への感謝の気持ちと日本人で 英霊の
い。応援しています。微力ながら寄付さ ある自分をみつみる事のできる、聖地。
古賀毅志
せていただきました。
参加させていただきます。
英霊の皆様の尊きお働きがあって今の
日本があり、私たちがある。英霊の皆様
参拝を阻止する権利
する権利は
何人にも無
靖国を政争の
政争の具として使
として使うこと事
うこと事態 非国 の名誉を何としても守らねばならないと
参拝を
権利は何人にも
にも無い
靖国を
杉本芳彦
民のすることだ
土屋たかゆき
思い、参加させて頂きたいと思いました。
靖國神社に参拝を強制するのなら裁判
そもそも 靖国を政争の具として使う
立国に回復して欲
して欲しい
に訴えたらよいが、基本的人権に鑑みて、 こと事態 非国民のすることだ 彼らが 独立国に
参拝を阻止する権利は何人にも無い筈で 恋人や家族を守るためにどんな気持ちで
ウノ 真理( San Pedro, CA)
ある。
死んで行ったのか アメリカはアメリカ
日本に本当の独立国に回復して欲しい
の理屈があり 我が国には我が国の理屈 です
応援しております
応援しております
中塩由理
がある それでいいではないか
遠いのでなかなか参加は出来ませんが
遺書を読むと涙が出ます
新田真弓
遺族〕左翼思想に凝り固まった連中
まった連中は
応援しております!!
〔遺族〕
連中は恥
帝国主義時代の全うな戦いでした。
を知れ
瀬脇雄介
日本国の為に亡くなられたすべての英霊
への 感謝の
気持 ちは万
戦 歿 者 への感謝
感謝の 気持ちは
ちは万 国 共 通 の 道
祖父、瀬脇秀雄が昭和 12 年 11 月 15 に対して、日本人が参拝するのは当然の
徳
山内健生
日に戦死しています。安倍総理が靖国に 権利です！。
国家あっての憲法です。先人、とりわ 参拝されたおりには、嬉しさのあまり涙 『靖国で逢おう！』と言って、特攻隊に
け戦歿者への感謝の気持ちを表すことは がながれました。そのような総理や祖国 志願された若者に対しては、心が揺さぶ
万国共通の道徳です。それなくしては国 日本を訴追するなど、左翼思想に凝り固 られ、遺書を読むと涙が出ます。
民生活の根本が崩れてしまいます
まった連中は、何を考えているのでしょ
戦争は勝なければならない！
うか？本当に日本人なのでしょうか？御 負け戦は絶対してはいけない！！！。
先祖の墓参りにも行かないのでしょうか。
遺族〕３人の伯父が
伯父が靖国神社に
靖国神社に
恥を知れと言いたいです。
〔遺族〕
我が国に戦犯などはおりません

古畑恒子
３人の伯父が靖国神社に祀られていま
す。名誉挽回に御尽力下さる皆様のお力
になれれば幸いです

いつか天皇陛下
参拝できるように
いつか天皇陛
天皇陛下も参拝できるように
岡本千佳代
日本の為、家族や大切な人の為に戦い
命を犠牲にされた方をなぜお詣りしては
いけないのかわかりません。
大東亜戦争は日本だけの責任ではない
と思います。いつか天皇陛下も参拝でき
るようになることを願っています。少し
でもお力に慣れましたらうれしいです。

微力ながら
小生も微力ながら
高谷昌行
小生も微力ながら護国への力となりた
い所存です

山田佐智子

アメリカ在住ですが
アメリカ在住
在住ですが
田邊由美子
アメリカ在住ですが、もし参加出来れ
ばうれしいです。〔事務局 喜んで〕！

共に闘いますとも
共に闘いますとも。

一日本人として慙愧
一日本人として
として慙愧に
慙愧に耐えません
小泉千恵子
この度の件、一日本人として慙愧に耐
えません。日本と日本人を貶める反日左
翼に必ず一矢報いましょう。

〔14〕絶対
絶対に
絶対に許してはならない
斉藤正悟
靖国に祀られておられる方々は命を懸
けて、日本を守って下さった方々で、現
在我々が平和に暮らしていけるのも、そ
のおかげです。その方々を貶めるような
事は絶対に許してはならないと思います

5

Ｍ情報（MASUKI
Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告

6
平成 2６年 11 月 20 日（160
日（160160-6）

吉田まち子
年生）
宝塚市 吉田まち
まち子（昭和 16 年生）
※ この記事は「国の支え 60 号」に掲載
されたものの、ノーカット版です

太平洋戦争の真実＝
真実＝
＝太平洋戦争の
戦争の死ほど悲惨なものはない。しか
もその多くは若い未来のある者たちが意
味もなく死んで行くのである。そして、
残された物の悲しみや苦しみは測り知れ
ない。
太平洋戦争（大東亜戦争）で失われた
日本人の命は 300 万人（公表：戦闘員
175 万、一般人 39 万）とも言われてい
る。
これは祖父の戊辰戦争（1868）から
父の太平洋戦争（1941～1945）まで
の、77 年にわたって我が家に語り継がれ
た叙述である。
語り手は祖父、海軍と陸軍の軍医だっ
た伯父、それに 1937 年から 1945 年
まで中国で職業軍人として戦った父であ
る。
昨年（2013）の NHK 大河ドラマ「八
重の桜」で戊辰戦争をあつかっていたが、
祖父は新潟県村上市の内藤藩（徳川家康
の異母弟、5 万 90 石）のスタッフの一
員を父（筆頭御典医で扶持米３０石、昭
和 40 年代の法務大臣を勤めた稲葉修家
は 20 石）に持っていた。戊辰戦争の時、
村上城に火をはなち、村はずれの安全な
場所へ落ち延びてから後を振り返ると、
城が真っ赤に燃えていた。それを見たと
きの寂寥感は筆舌につくし難かったと言
っていた。時に 4 歳だった。
私がアメリカの空爆（1944.11.24）

で中島飛行機（東京、立川）が漆黒の闇
に真っ赤に燃え上がったのを見た時、奇
しくも同年齢だった。
祖父は財産、仕事などすべてを失い、
人生の辛酸をなめながら、勉学に励み、
検定（明治時代）で医者の資格をとった。
そして、自らは「赤ひげ先生」と呼ばれ
るようになり、地域医療に貢献した。ま
た、優秀な子どもたち（三人の医者と東
大銀時計組の学者）を世に送り出した。
私はあの日の空爆の衝撃（母が「よく
見ておきなさい。これがアメリカの本当
の姿よ」と言った。
）を何に生かすべきか
ずっと考えてきた。
今、この年になって論語の「義をみてせ
ざるは勇なきなり」に後押しされ、中国
の戦地（1937～1945）にいて見聞き
した父の語りを中心に太平洋戦争の真実
について綴ろうと思う。
私自身も戦争で二人の伯父を失い、母
は戦争が遠因で私が 12 歳の時に亡くな
った。
父の語ったことは、にわかに信じ難かっ
たが、最近の情報開示によって戦争の真
実が次々に明るみになり、父の語りの裏
づけがとれた。
その際、特に参考にしたものは、蒋介石
の日記（朝日新聞、2008.8.27～9.13
まで 14 回連載）、岡井敏著「原爆は日本
人には使っていいな」（早稲田出版、）
2010）、加瀬英明、ヘンリー・S・スト
ーク著「なぜアメリカは対日戦争を仕掛
けたのか」（祥伝社新書、2012）、田原
総一朗の「真実の近現代史」（幻冬舎、
2013）、オリバー・ストーンの「オリバ
ー・ストーンが語るもうひとつのアメリ

カ史」
（早川書房、2013）等である。
母の兄は一人は海軍の軍医で、宮様を診
察するような国の中枢の立場で、世界中
を旅しており、世の動向を熟知していた。
その伯父が「アングロ・サクソン系の人
間には注意しろ」と言い残した。
この言葉をキーワードに前述の本等を読
み継ぐと、日本を戦争へと追い込み、有
色人種を支配するのに都合が悪い日本人
を地球上から抹殺する計画をたてた黒幕
が浮かび上がる。
その人物とは、オランダ系のアメリカ人
で 32 代大統領フランクリン・ルーズベ
ルトである。
彼は中国にいたことがあるので、ほとん
どの中国人は自分にとって都合がよけれ
ば白を黒とも言うことを知っていた。だ
から、当時の中国国民党の蒋介石と対立
していた中国共産党に資金を出して、こ
れをうまく利用した。先は反共産主義の
蒋介石を隔離して国民党の部下にくどか
され、共産党と統一させた。そして、盧
溝橋事件（1937.7）を起こし、日中戦
争へと導いた。
その後、ゲリラ化した中国共産党は、上
海 事 件 （ 1937..8 ）、 南 京 大 虐 殺
（1937.12）を起こした。
彼は南京大虐殺の惨状の様子を、キリス
ト教関係者にフィルムにおさめさせた。
それを平和なアメリカ本土で上映した。
そして、野蛮な行為を行ったのは日本人
で、このようなことを行う日本人はサル
以下とさげすんだ。そして、このような
日本人を殺すことは何の心の痛みも伴わ
ないような風潮を演出して、戦争への準
備を着々と進めた。
（心理作戦）
さらに、東アジアに飛行機を配備し、日
本が真珠湾攻撃（1941.12.8）をする半
年前には、太平洋戦争の準備が完了して

いたという。（前述のヘンリー・S・スト
ークスの証言による）
そんなこととは知らない日本は戦争回避
を「日ソ中立条約」のあるソ連に働きか
け続けた。また、イギリスやアメリカに
も働きかけた。しかし、アメリカは最初
から戦争ありきなので、巧妙に戦争を仕
掛けた。日本が万策つきて戦争へと追い
込まれた時、当時の首相東条英機はリー
ダーとしての無念を感じ、真夜中に布団
の上で皇居に向かって正座をし、頭を
深々く下げて「陛下、申し訳ない」と言
って泣いたそうです。
1941.11.26 に開戦を決定したアメリ
カは、日本側には予定のなかった真珠湾
攻撃を、アメリカがとりこんだ山本五十
六を利用して武士の兵法になぞらえて奇
襲攻撃を演出した。
この時、真珠湾にあった給油設備などの
軍需施設はすべて温存したという。この
ことは、アメリカが開戦前に日本全土の
航空写真をとり、中島飛行機や軍需関係
の施設等をすべて調べ、最初に攻撃して
いることから、真珠湾攻撃がいかに見せ
かけのものであったかが容易に推察され
る。
また、ミッドウェイ海戦では情報がすべ
てアメリカに知られており、現場へ行っ
たアメリカ人のほうが、寸分たがわない
情報の正確さに驚いたと言っている。こ
の時も山本五十六が関係していた（アメ
リカも暗号を解読していたという。）
ル－ズベルトは地球上から日本人をなく
すことを計画していたので、真珠湾攻撃
後の 1942.2.19 の大統領令で、アメリ
カ本土（西海岸）にいた日系人（7 割が
アメリカ籍）12 万人の財産を凍結して、
砂漠や不毛の地域に鉄条網をはり、その
仲に強制収容した。最近ではカナダ日系
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人も強制収容されたと声をあげている。
これはヒトラがユダヤ人を強制収容所へ
送ったのと同義である。
その後、日系人が声をあげ、この事が問
題になった時、すでに収容された日系人
は 6 万人に減少していた。心身の苦痛は
もちろん財産も失い、全てをいちからや
り直さなければならなかったその人たち
に対して、一人当たりたった 2 万ドル（当
時約 300 万円）を払って決着をつけた
（1989）
。
しかし、この行為の根本的意味がヒトラ
ーの行ったことと同様であることを日本
人は明確に認識しておかねばならない。
さらに、ルーズベルトは日本本土の日本
人を扶殺するため、ヒトラーを憎んでい
たユダヤ人のアインシュタイン（原爆の
理論を考えた）を中心にした研究集団に
原爆を作らせた。後に 1944.9.18 の「ハ
イドパーク覚書」でチャーチルをまき込
んで、日本人に原爆を使用することを知
ったアインシュタインは、仲間の良心的
な科学者に呼びかけて、日本人に原爆を
使用しなきょうに嘆願書を大統領に提出
した。
なぜアインシュタインが日本人に原爆を
使用しないように嘆願書をだしたかとい
えば、彼は大正時代に日本へ来ていた。
その時、船中で病気になり、日本人医師
の手厚い看護を受けた。だから、彼は日
本人に好感を持っていた。
その後、原爆が広島（1945.8.6）と長崎
（1945.8.9）に投下されたのを知ってた
アインシュタインは、研究仲間の湯川秀
樹（日本で初のノーベル賞受賞者）夫妻
の手をとって、涙を流しながら「申し訳
ない」と誤ったそうである。湯川秀樹も
少なからず原爆開発に関わった心の痛み
を、その後の夫妻は「原水爆禁止運動」

の先頭にたって、死ぬまで運動を続けた。 に入れ（その後スターリンの恐ろしさを
知って、仲間に入れたことを後悔したと
いう）
、ヤルタ協定（1945.2）で日本の
領土だった樺太・千島列島をソ連のもの
にする約束をした。そして、ドイツが降
伏（1945.5）した後のソ連にとって都
合の良い時（ドイツの降伏後 3 ヶ月以内）
に、日本に参戦することが決まっていた。
（だからソ連は「日ソ中立条約」を
1945.4 に 1946 以降は破棄と通告）
ルーズベルトは 1945.4.13 に死亡した
ので、原爆実験（1945.7.16）の成功は
知らなかったが、次の大統領トルーマン
に引き継がれた。
1945.5 には日本全土が廃墟となり、戦
意もなくなっていたにもかかわらず、原
爆実験の成功（1945.7.16）からわずか
20 日後に投下する必要のない原爆を広
島にウラン型、長崎にプルトニウム型を
投下した。そして、日本人を使って、人
体実験を行った。
（1945 年末には広島は
14 万人、長崎は 7 万人が死ぬという報
告もされていた。）
アメリカは戦争終結のために原爆投下は
必要だったと世界に宣伝した。今でも「必
要だった」と信じてるアメリカ人が多く
いる。
ソ連のスターリンは、ドイツと戦うため
日本から攻められないように急に「日ソ
中立条約」を結んだ。そして、ドイツが
降伏（1945.5）すると、戦力を満州（現
在の中国東北部）国境に集結し、
11945.8.9 の長崎に原爆を投下したの
に呼応した如く、参戦してきた。そして、
8.15 の終戦後に何十万人（約 60 万人）
もの日本人を酷寒のシベリアへ連れて行
き、シベリア鉄道を作らせた。
今日ではシベリア鉄道の枕木は、あたか
も日本人の死体（5 万人以上）が並んで
中学時代の日本史で、太平洋戦争に至っ
た原因を「日本がＡＢＣＤラインに経済
封鎖を受けてどうにもならなかった。
」と
学んだ。このＡＢＣＤについて、Ａはア
メリカ、Ｂはイギリス、Ｃは中国とここ
までは理解できたが、Ｄのオランダに疑
問を持った。それが今にして、ルーズベ
ルトがオランダ系アメリカ人であること
を知って納得した。と同時に、日本を戦
争に引きずりこんだ張本人がルーズベル
トであるという確信の得た。そして、海
軍の軍医だった伯父の「アングロ・サク
ソン系の人間には注意しろ」と言ったキ
ーワードに見事当てはまった。
ルーズベルトは日本人を徹底して殺すた
め、原爆を作らせた以外に焼夷爆弾も作
った。
彼は日本家屋の特徴を研究し、いかに効
率よく焼きつくすか実験を重ね、それを
最新鋭のＢ29 飛行機に搭載して、東京の
空から雨霰のごとく落とした。これが東
京大空襲（1945.3.10）である。わずか
2 時間余で、老人や女、子どもたち 10
万人が死亡し、100 万人の被災者が生ま
れた。
私のいとこも 2 歳の長男をかかえて、家
が焼かれた中を必死で逃げた。その後、
大阪をはじめ全国の主要都市を焼夷爆弾
で攻撃して、1945.5 には日本中が焦土
と化した。この時、日本がポツダム宣言
を無条件で受け居れること（ニューヨー
クタイムズに掲載）を知りながら、6 月
以降も地方の都市を攻撃した。
そして、沖縄は地上戦の練習にされ、多
数の死者を出して、６月 23 日の終了し
た。
ル－ズベルトはソ連のスターリンを仲間

いるかの如くであると言われている。
これもスターリンの恐ろしさを知らなか
ったルーズベルトが自分たちの仲間にさ
そった結果であろう。
以上のような太平洋戦争の様子を時系列
に書いた。
当時の日本は石油などの燃料の輸入先が
8 割もアメリカに依存していた。このこ
とはルーズベルトが大統領になった１９
３３年頃から綿密巧妙に仕組まれたもの
であったことが容易に推察される。
本来は日本が被害者なのに、アメリカに
よって加害者として世界に認識されるよ
うにされている。また、中国（中国共産
党）はアメリカの手先になって日中戦争
を仕掛けてきたのに、被害者として世界
に発信している。
これらの事から、私たちは何を学ぶべき
であろうか。太平洋戦争（1941）以前
は多くの日本人が正確な情報を得ること
が困難であった。しかし、今日ではその
気になれば十分な情報が得られる。過去
のように相手の巧妙な仕掛けに乗らない
ため、私たちは一人ひとりが主役になっ
て、国際化社会の一員として日本を厳し
く見つめよう。
“天国の父と早野総務部長に告ぐ” 戦
後極貧の中で母を失い、男手で 12 歳か
ら 22 歳まで育ててくれた父。医学部へ
の進学を希望していた娘に「家から通学
できる大学へ行って欲しい」と遠慮げに
言った父。
後年、経済に余裕が出てきた時に「今
だったら医学部へ行かせられるのに」と
言って悔しがった父。そんな父が娘に贈
った言葉は、
「おまえは武士の娘だ。誇り
を持って生きてゆけ」だった。娘は、
「こ
んなに貧しくて何が誇りじゃ」と心中で
いつも反発していた。が、ふと気づいた
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らこんな一文を綴っていた。
期待されて、国の試験研究機関に採用
されたのに（本人は全く知らない）、25
歳の時、結婚で転勤を相談したら、早野
総務部長（1967.現農業生物資源研究所
の前進）が、
「国はキミに何の期待もして
いないから早く転勤しろ」と言って気持
ちを楽にしてくれた。
70 歳を過ぎて気持ちに余裕ができた
ので、この文を書いた。
“早野部長さん、少しは国の役にたてた
でしょうか”
ここで終わる予定だったが、中国がユ
ネスコの世界記憶遺産に「南京大虐殺と
韓国の従軍慰安婦の記録」を申請したこ
とを知り、ここのはっきり記す。
南京大虐殺は記述したようにルーズベ
ルトの指示で中国共産党が行ったもので
あり、慰安婦については、父が実母や弟
妹に金を要求されて、泣く泣く収入が多
い職業軍人になったように収入の多い職
業として希望して慰安婦になったもので
ある。父がはっきり言っていた。日本人
は相手を思いやって言わないようにして
いるが、現代はそのような事は通じない。
なお、韓国には 1965 年に 5 億ドルの
賠償金を払っている。日本円で 1,800 億
円。これがどれほどの金額か当時の例で
比較する。
私が 1964.4.1 農水省に大卒の一種と
して採用された時の初任給が、18,000
円（7 月に一号あがった）
。大卒の平均が
21,000 余円。国立大学の年間授業料が
9,000 円（但し、理系の学生は一人当た
り税金を 25 万使用）。1964.10.1 に開
通した、新幹線は世界銀行から 8,000 万
ドル（日本円 288 億）を借りて作った。
これらの事から韓国に支払った 1,800

『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・同封資料の
同封資料の募集について
募集について
原稿・

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

使用申請料・交通費、通信費・資料、
先ずは、平素より私どもの活動に力強い
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
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
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
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
金。今まで以上にがんばります。何卒資金
・スパイ防止法の制定を求める会
のご協力を伏してお願い申し上げます。
・日教組の違法行為を追及する会
※ この、Ｍ情報機関紙は新聞の形態をと
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・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
特に「購読料」は設定していません。
・大阪の公教育を考える会、他
カンパをよろしくお願いいたします。
◇ 前記てご協力ください。口座、また
○ カンパ金の主な使途は下記団体の、
は同封の郵便振替に
・活動の資料等の発送費・道路、公園

活動資金ご協力のお願い

マスキ
億円がいかに高額であったかおのずと知 ないのが人権。自分の人権だけではなく、 ことだ。
れよう。それによって韓国は今日の繁栄 相手にも人権があるということ。空腹か ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
長女＝当時(3)＝に十分な食事を与え
の基礎が築かれたのだからそのことを韓 ら、タマネギの皮やアルミ箔を食べた。
国国民にははっきり知らせるべきである。 尋常ではない。こういうバカ親を罰する ず衰弱死させたとして、大阪府警捜査１
ためにハムラビ法典があるのではないか。 課は 20 日、殺人の疑いで大阪府茨木市
情報は百人の
百人の会のサポート紙
のサポート紙で
Ｍ情報は
少子化の原因は晩婚化。かと思うとこ の大工の父親(22)と無職の母親(19)）を
の始末。訳が分からない。教育の目的は、 逮捕した。いずれも「虐待はしていない」
あることは忘れていません？！
れていません？！
あることは忘
博士や大臣を作ることではない。少なく と容疑を否認している。
腸内からタマネギの皮やアルミ箔、ろ
ともこのような事件を起こさない
H26-11-20 スポニチ
う。動物園の山羊か。２年前の西区の餓
死と言い大阪はこの種の事件が多すぎる。
【ご支援等の口座】
郵便振替 ００９８０ ８ ２４５５４７ MASUKI 情報デスク
このような事件に接するたびに、日教組
三菱東京UFJ銀行 千里中央支店 0044349 普通 増木重夫
にはらわたが煮えくり返る。権利だけを
声高に教え、義務を無視した日教組。こ
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