Ｍ情報（MASUKI
Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
平成 27 年 7 月 20 日（1
日（16666-1）

Ｎｏ．１66
Ｎｏ．１66
【発行・編集】

ＭＡＳＵＫＩ情報デスク
ＭＡＳＵＫＩ情報デスク
増 木 直 美
大阪府豊中市上新田 2-6-25-113

ＴＥＬ ０90-3621-1509
ＦＡＸ
06-6835-0974
http://mid.parfe.jp/
mid@jewel.ocn.ne.jp

この度の憲法審査会の集団

所在地を狙った核ミサイルを準備し配

「違憲」と判断しか出来ないの

そ、学者が自衛権行使は合憲と

それこ

以上の私の立場を表明した上で今回

言う答えを出せば「曲学阿世の

0 置するのは当然の事と考えています。 は当然ではないのか？

の憲法学者の答申で民主、共

の学者の違憲答申に付いてを含めて日

的自衛権行使容認は違憲だと
産、社民（こんな政党がまだ

徒」と言われても仕方が無いと
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法第九条だと確信して

私は戦後の諸悪の根源は憲

家の役目なのです。

りません。法律を作るのは政治

学者が法律を作るのでは有

思います。

本国憲法についての私の意見です。

歳

ためには

な取り決めだと考えています。その

憲法とはその国の元になる一番大切

有ったんかいな？）などの野
党は鬼の首を取ったように馬
鹿騒ぎをしています。
始めに断っておきますが私
は左翼ではありません。自分
では愛国心を持ったマトモな
日本国民と思っています。

り、海外派遣を許し、

います。第九条を持ち

独立国なら侵略する

今回海外での戦闘を

（友達からは右翼の右だ

外国勢を根拠地も含め

容認すると言う。都

ながら自衛隊を作

て攻撃出来る敵を上回

合でどのようにも言

い逃れする解釈が諸悪

る戦力を持った国軍を
持つ事が大切だと思って

の根源だと言うのです。

が子供の道徳教育？」

だ」と、正論を通さなくて「何

「自衛のためなら良いの

います。侵略軍を上回る
軍隊を持つ事は隣国からの
侵略を未然に防ぐ最大の防御
であると確信しています。
備は核兵器であるのは万人が

読んで理解出来るものでなければなら

は元服の歳でこれ以後は大人です）が

行くのか？

をウソの解釈でふくらませて

防の基本です。どこまで基本法

憲法を変える事がわが国国
認める事でしょう。日本の現

ないと思っています。その上で日本国

は法律でシッカリ規制されて

1

と思われているらしい）

の子供（昔

状を見れば敵対する中共や北

憲法を素直に読めば戦力（国軍）は「保

います。国の銃砲保持も憲法に

現代の世界で一番強力な軍

朝鮮が核ミサイルをわが国に

持せず、行使しない」とだけしか書い

違反したウソの解釈では国と

国民を守りきれません。

個人の銃砲保持
向けて配置していることか

てありません。

憲法解釈しかしない当の憲法学者が

ら、わが国も北京、平壌なら
びに両国の首脳や中枢の隠れ
る可能性のあるシェルターの

≪M 情報活動報告≫編集私信；政治や国際問題、市民活動に全く無縁だった一般の人たちに、「おばちゃん語」で政治
「おばちゃん語」で政治を届ける
政治を届ける

Ｍ情報（MASUKI
Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告

2
平成 27 年 7 月 20 日（166
日（166166-2）

薄曇り微風の
微風の絶好の
絶好の田植え
田植え日和り
日和り
薄曇り

開催された。
私は尽力された岡崎市いや愛知県随一
の尊皇愛国者の杉田謙一氏の、一年前か
らの慫慂に従い男性４人女性７人を連れ
て参列した。薄曇り微風の絶好の田植え
日和り。
13 時の開催時刻より何時間も前に村
民数百人が詰めかけ、会場から溢れた
人々は道路で、手に手に日の丸の小旗を
持ち両殿下奉迎に行列をつくって待って
いた。我々もその群集に分け入り、両殿
下の御料車を待って萬歳を三唱させてい
ただいた。
会場にお入りになると、県知事、市長
等恭しくお出迎え。地元の中学のブラス
バンドの奏でる「威風堂々」のなか、最
高貴賓席に両殿下お座りになり、式典開
始。
来賓口々に両殿下に感謝のことばと皇
室の弥栄を述べる。神主１０数名による
神事が行われ、いよいよクライマックス
の田植え踊り。誇らしげにまた健気に踊
りながら田植えをする早乙女数十人の姿
を慈悲深く見守る両殿下。

秋篠宮同妃両殿下の行啓を
行啓を仰いで
秋篠宮同妃両殿下の

「六ツ美齋田御田植えまつり」が行われ、
昭和４１年には岡崎市無形民俗文化財に
指定された。
女性は藍色の着物に「菊菱」と「稲の
丸」の古代染め、すげ笠に赤い蹴出し。
男性は烏帽子に白の上衣に浅葱色の短袴
という出で立ち。
この百年目を記念して昨日６月７日
（日）、大々的に「御田植え祭り」が

報告 平成２７
平成２７年
２７年６月７日 村田春樹

明治 45 年 7 月 30 日 明治天皇崩御。
ただちに皇太子が剣璽渡御の儀を行い
践祚、大正天皇である。
言うまでも無く天皇は統治王と祭祀王
の二つの面を持っている。
統治王として 7
月 31 日には朝見の儀を行い、同日陸海
軍人に勅語を発せられる。8 月 13 日に
は元老閣臣に勅語を発せられ、9 月 13
日に明治天皇斂葬の御誄を読まれた。
一方、祭祀王としてもっとも重大な神事
である大嘗祭の儀式に用いられる新米を
収穫するために京都より東日本で悠紀齋
田（ゆきさいでん）、西日本で主基齋田
（すきさいでん）が神事により点定され
た。
時に大正 3 年２月５日。悠紀齋田には
岡崎の六ツ美村（現岡崎市）が選ばれた。
天皇一代に一度の大盛儀に選ばれた名誉
に、六ツ美村民はもとより愛知県民全体
も手の舞い足の踏む所を知らずといった
喜びようであった。
大正４年４月１３日に播種の儀（種ま
き）が行われた。そして６月５日に「御
田植え式」が行われ９月２０日に「抜き
穂の儀」（稲刈り）が行われた。この間
御田植え式の７万人を始め累計４０万人
の人々が参観した。１１月１０日の即位
の礼に続く１３日１４日の大嘗祭に於い
て、新米は京都御所大嘗祭悠紀殿に於い
て大正天皇によって神に献じられた。
これを記念し、以来なんと百年に亘り毎
年記念の

「両殿下銀婚式おめでと

うございます」
と大書された横断幕を中心に日の丸の小
旗でお見送り。
部活帰りの中学生も多数参入して一緒
に小旗を打ち振り、喉も裂けよと萬歳を
何回も何回も叫んだ。
この日、この村には戦後レジームのか
けらもなく、清々しい天地正大の気が満
ち満ちていた。私はあたかもタイムマシ

内田康弘岡崎市長のブログより、お許しを得紹介

私は「嗚呼今この瞬間この場所は帝國
のものだ！
大東亜戦争に負けず、マック憲法を押
しつけられず、あのまま帝國ガ続いてい
たならこうなっていただろう。」としみ
じみ思った。
式典がおわり「威風堂々」に送られて
両殿下が御料車に。
沿道で

Ｍ情報（MASUKI
Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
平成 27 年７月 20 日（16
日（166
166-3）

ンに乗ったような、戦後レジーユムから
村全体がすっぽりとエアポケットに入っ
てタイムスリップしてしまったような錯
覚に陥った。
僅か数時間であったが、こんなに幸せ
な気分はかつて無かった。懐かしいよう
な新鮮なような。桃源郷とは正にこの村
のことであろう。
また、この日植えられた稲は、百年前
と同じ「萬歳」という品種を、農業試験
場でわざわざ復刻米としてつくられたも
のである。

はじめ

最後にお田植え唄を記させていただき
擱筆する。

１，今日の よい日の御田植え

大分

次頁の「山ほどある各地のトラブル」
この愛知県岡崎の六ツ美齋田以外では、 の解釈をあえて語るのは意図があると見
記念行事は行われていない。将来天皇に るべきでありましょう。
九条やまとの会
やまとの会」イベント
のち、食事会の場でもさまざまに語る 「九条やまとの
なられる秋篠宮殿下がこの百年の記念御
田植えに行啓されたと言うことは、将来 事が出来た。丈夫の悲しき思いをつき重
後援を事後取消
後援を
の大嘗祭のときの齋田行事が何十年と記 ねてこられた先生の思いに大いに共感。
日本世論の会神奈川支部
6-14 日本世論の
念され続けることを示唆しているのでは 食事会参加者は３０名ほど。
さて今日の式典と秋篠宮殿下の奉迎活
ないだろうか。
大和市と大和市教育委員会が「憲法九条
この日の日の丸の小旗八千枚は杉田謙 動につき記しておかねばならない。全く
やまとの会」のイベントを後援している
一氏が私財を投じて作成。本当に本当に 自主的に参加したとある中学の１年生が
ことに対し、本会の谷辺勝啓副支部長が
音頭をとり、「秋篠宮両殿下万歳」を唱 中心になり抗議活動を続けてきましたが、
ありがとうございました。
------------------------------------ 和してくれたという。聞けば中一の級長
市と市教委はその内容が著しく偏向し不
だという。全くすばらしきことでありま
適切であることを認め、後援を事後取消
す。
秋篠宮殿下奉迎
秋篠宮殿下
殿下奉迎に
奉迎に
しすることになりました。これで、来年
お帰りの時間が迫った３時半よりお見
からは後援申請が不許可になるものと思
７５００本の国旗を
国旗を掲げた 送り活動。
７５００本
われます。また、中村一夫、小田博士両
殿下は四時に悠紀斎田をおたちになら
愛知の教育を
教育を考える会
える会 杉田謙一 れた。終始にこやかに笑顔を振りまいて 議員のご尽力に感謝は言うまでもない。
愛知の
「憲法九条やまとの会」事務局長の斎藤
くださりまことにありがたかった。おそ
竜太氏は、産経新聞の取材にドタキャン
らく中一生徒の万歳コールと、僕らが用 して逃げ回り取材を拒否したそうです。
意した横幕、「秋篠宮奉迎・銀婚式奉祝」
----------------------------------の文字もお眼に留まったのであろうと推
【当日の様子】しつこいほどの罵詈雑言
測する。
「本気で自民党を倒しましょう！」。
三河男はやはり素晴らしき男達であり
アイドルグループ「制服向上委員会」
ます。そして配った国旗は７５００枚。
は、大和市と大和市教育委員会が後援し
うれしいことです。
た１３日の「憲法九条やまとの会」のイ
終了後、国旗の残を車に積み込む。夕
ベントで、メッセージソング５曲を熱唱。
刻、田に落ちたゴミなどを拾い上げた。
これでもかというぐらいに安倍内閣や自
踊ってくれた同級生のお自宅にお邪魔し 民党に罵詈雑言を浴びせた上に、「自民
布の国旗を感謝の意を込めてお渡しする。
党打倒」を呼びかけていました。
継いで蒲郡へ。教師の合宿であった。遅
「大きなのっぽの古時計」の替え歌であ
れてしまったが歴史認識問題につき大い る「おじいさんと同じ」では「大きな態
に御議論。皆さんテレビで流れた話しを
度の安倍総理、お爺さんと同じ」「なん
真実だと思ってみえるようで大いに驚く。
でも企業のいいなりで、お父さんと同じ」
仕事がたまり、先ほど事務所に帰った。 「今もダメな自民党、安倍内閣」・・・・・
----------------------------------と安倍政権や自民党を断罪しました。
岡崎市の杉田謙一氏に敬意とお礼を表
-----------------------------------したいと思います。
「来年は行く」などと、
どこの自治体もそうですが、一旦決まっ
軽率には言えませんが、一度行ってみた
たことを撤回させるのは神業。
いと思います。
増木
谷辺副支部長に座布団３
座布団３枚 マスキ
谷辺副支部長に
稲の 萬歳 御代の 数ヨ
午前五時に悠紀斎田に走り、今日お配
りする小旗を３０００本届けてきた。既
２，やがて 世界の 六ツ美 の種も
に地域の皆様がゴミ拾いなどをなされて
悠紀の 御田より 出るようにヨ
いて本当にうれしかった。国旗が何時来
３、菅の小笠に そろいの 着物
るのか心配であったとおっしゃる。皆さ
苗もそろえば 気もそろうヨ
ん今日のよき日を心待ちされていたよう
だ。
４，三河 萬歳 萬歳 稲の穂に穂
昨日はリブラにて村田春樹先生の講演
出るよに 祈らむしょヨ
会に参加する。天皇・国旗・国歌などの
５、早苗 植えましょ 真すぐに
基本をおっしゃり、ご説明くださったが、
植ようすぐは 神様 およろこびヨ 流石に造詣が深く、実にわかりやすくお
教えくださった。
巷では国民に迎合するのか、「君」を
【参 考】
「天皇」と解さずに「あなた」と解しよ
歴代天皇大嘗祭齋田（明治以降のみ記載） うとする流れがあるが、千代に八千代に、
永遠に続く事を祈るとす るにふさわし
悠紀（ゆき） 主基（すき）
い人が天皇として成らない理由はどこに
明治天皇（明治四年） 甲斐
安房
あるのか。確かに大切な人を称えること
大正天皇（大正四年） 愛知
香川
もあろうが、その最たる方は天皇である
と断言された。明治になり リズムがつき
昭和天皇（昭和三年） 滋賀
福岡
国家としてもっとも大切な歌として唱歌
の筆頭に上げられた事を思っても、下司
今上天皇（平成二年） 秋田
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横浜、自衛隊見学横槍事件
横浜、
日本世論 の 会神奈川
報告 日本世論の
木上和高、他
支部 木上和高、
百人の会より校長
より校長に
激励文を
先ず、百人の
校長に激励文を
送りました．
平成 27 年 7 月 7 日
横浜市教育委員会指導企画課御中
【ご参考】
横浜市立中山中学校 校長 小嶋貴之殿
NPO 法人教育再生地方議員百人と市民
の会 理事長 大阪市議会議員 辻 淳子
謹啓
私たち「NPO 法人教育再生地方議員百
人と市民の会」（通称「百人の会」）は、
全国二百数十名の地方議員を中核に、国
会議員・学識経験者を顧問におき、現職、
退職教員、一般市民とともに「地方議会
を教育改革の場としてとらえ、教育の荒
廃を直視して健全な学校教育の再生をめ
ざす」ために活動を行っている団体であ
ります。
貴市中山中学校が企画した、年に一度、
開催される陸上自衛隊の演習の見学会に
対し、一部の市民団体が異議を唱え、企
画の実行を葬り去ろうとしている事実を
仄聞し、貴教育委員会に中山中学校の企
画実行に力強いご支援を賜りたく書面に
てお願い申し上げる次第です。
ご承知のとおり、近年、国民の多くの
みなさんは自衛隊の存在の意義を積極的
に認め、最近の世論調査では８０％を超

To: <info10@npo100.sakura.ne.jp>
Sent: Friday, June 26, 2015 4:45

大阪という文化
大阪という
という文化

H27-6-18 弁護士 徳永信一
H27-

える支持率に至っております。前述とお
日本世論の会神奈川支部
落語家や漫才師、音楽家や演劇人、そ
り、わたくしども「教育再生地方議員百
事務局長 木 上 和 高 して大学人に至るまで、大阪の文化人・
人と市民の会」は、戦後、歪められた学
各位（拡散してください）
芸能人に共通しているのは、アンチ東京
校教育を正し、誇りと倫理観を持った知 横浜市立中山中学校が夏季学習として陸 です。
性溢れる青少年の育成を目指して活動し 上自衛隊が東富士演習場で行う
反日や反中・嫌韓を超えて、アンチ東
てまいりました。貴会もご存知のとおり、 「富士総合火力演習」の見学会を企画し 京です。阪神ファンはアンチ巨人という
少子高齢化・国際化の現環境の下、健全 参加者を募集したところ、共産党系と思 芯があるからまとまっているのです。ア
なる青少年の育成は難易度を増している われる市民団体や「横浜教職員の会」な ンチ東京だから、反自民、反官僚(霞ヶ関)、
ことは申すまでもありません。
どが教育委員会や学校に抗議し理不尽な
反安倍でまとまるし、産経新聞も、アン
それだからこそ、現在の青少年には幅広 中止要求を行っています。
チ東京のアナライズとしてのアンチ朝日
く様々な現場を見せ、学びの場を提供す
さらにこれを、神奈川新聞や朝日新聞 として大阪で受け入れられ、全国で唯一、
ることは極めて意義があると考えており が紙面で煽っています。
夕刊を発行しているのです(なのに大阪人
ます。
この見学会は本会と友好関係にある保
は、産経新聞が東京では夕刊を発行して
今回の企画は、国家の安全保障に根ざ 守良識派教職員組合の「横浜教職員連盟」 いないことを案外知りません)。アンチ東
した「自衛隊」という組織の実態の一部 会長（中山中学校教諭・社会科）の発案 京だから、
を見学するものです。国防・外交は国の によるもので過去にも実施しています。 「たかじんのそこまで言って委員会」
専管事項であり、特に国防には多額の予 左翼陣営は最近の共産党の伸長を背景に、 が成功したし、橋下維新があそこまで頑
算を必要とします。目下、我が国の国防 狙いを定めて攻撃しているものと思われ 張れたのです。
予算は国の GDP の１％以内とされてお ます。
だから、リベラルといっても大阪人の
り、年間約５兆円とされております。本
教育委員会と学校は現在のところ中止
リベラルというのは、左翼反日リベラル
来、多額の予算と多くの人員を擁し、国 要求には応じない構えで対応しています と少し違います。東京人と違うことを競
家の防衛・国民の生命・財産を守り、更 が、マスコミを含めた左翼陣営の攻撃が い合うというようなところがあります。
に大規模災害に際し出動を余儀なくされ さらに激化する恐れがあります。しかし、 これが京都になると、また、違います。
ている自衛隊の活動は、国家の広報を行 中止要求に応じる理由は全くありません。 京都人は損得勘定を臆面もなく表に出す
うべき NHK が年間に１～２度くらいは、 ①内閣府の世論調査によれば自衛隊に対 大阪人を下衆として蔑み、東京人もイン
演習を含めて国民に映像を通じて放送す する国民の支持率は９２．２％です。内 テリを除いて田舎者として馬鹿にしてい
べきだと考えておりますが、これまで一 外で評価の高い自衛隊の活動が、日頃の
るところがあります。
度も行われておりません。
厳しい訓練により支えられていることを
京都人のリベラルは、他者を見下す上
今回の貴会配下の横浜市立中山中学校 学ぶ大変意義な機会です。
から目線のリベラルということになりま
の企画には、校長先生を始めとする先生 ②教育基本法や学習指導要領の趣旨に合 す。これは、女性にとくに顕著のように
方のご英断に敬意を表し、併せて貴横浜 っています。
思えます。
市教育委員会に当企画実行にご支援賜り ③公的機関が一般公募しているイベント この辺の感覚は、京都で暮らしたものに
ますようお願い申し上げます
への参加を禁止するようなことがあれば しか分からないかも知れませんが、パリ
敬白
それこそ問題です。
人の傲慢さ、北京人の傍若無人と通じる
④参加は強制ではなく、保護者の了解の
ところがあり、いわゆる「中華思想」
《次頁４段目へ》

--------------------------------------------------From: "NPO 法人百人の会"
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もとに行われており何の問題もありませ 不尽な中止要求をしているとの情報があ 横浜教職員連盟 6 月 29 日 8:15 ·
《前頁末尾より》
ん。
横浜市立中学校による陸上自衛隊富士総
りました。
とは、こういう感覚なんだなと思うと、
⑤一部の理不尽な要求により参加希望者
これらの団体を牛耳っているのは日本 合火力演習見学会引率について横浜教職 妙に納得できたりします。
の機会が奪われるようなことがあっては 人ではないと思います。日本人の振りを 員連盟からの声明
大阪人も京都人も、そういう意味にお
なりません。
している第三国人ではないかと思います。 ----------------------------------いてプライドが高いわけですが、この当
つきましては、教育委員会と学校へ激励 彼らのやっていることは日本を貶め、弱
我々連盟は、表題の件についての報道 たりの感覚は、東京周辺の方々にはなか
をお願い致します。
（できるだけ FAX で 体化することですから、決して負けては を受け、臨時総会を開催した。その結果、 なか理解できない感覚なのかもしれませ
お願いします）
連盟の総意として以下の声明を発表する。 ん。京都人は映画やお芝居にでてくるお
なりません。
（激励先）
最近、TV で戦争中の沖縄で住民に大き 1 この見学会は、横浜市教育委員会及び 公家さんのイメージですかね。
横浜市教育委員会指導企画課
な被害が出たと、ことさら騒いでいます 当該中学校より発表の通り、学習指導要
仮説ですが、大阪人は、日本を過度に
電話：045-671-3265、
が、その時の沖縄の人々は皆「日本国民」 領に準拠した活動であり、なんら問題は 意識して反発する韓国人に似ているとこ
FAX：045-664-5499
で、
「人民」ではなかったから最後まで戦 ないと考える。
ろがありますし、京都人は無条件に自分
北部学校教育事務所
なお、学習指導要領社会科解説(抜粋
った立派な人々です。今、第三国人の左
たちが世界の文化の中心であると信じて
電話：045-944-5968、
『各国が自国の防衛のために努力を いる中国人に似ているところがありま
翼は日本人を国民ではなく、人民にしよ )には、
FAX：045-944-5954
うとしているような感じがしております。 払っていることに気付かせるとともに、 す。
横浜市立中山中学校
人民ばかりになった日本は占領しやすい （中略）自衛隊が我が国の防衛や国際社
関西人のリベラルは、そうしたものと
電話：045-931-2520
会の平和と安全の維持のために果たして 共通性があり、リベラルゆえに、保守的
のです。
FAX：045-934-4676
誰でもバカな戦争なんかしたくありま いる役割について考えさせる』とある。 スタイルをとるということもよくあるわ
------------------------------------ せん。しかしお隣の大国では、時代遅れ 2 今回の見学会は、当該中学校校長の承 けで、僕が、保守に転換したのも、そう
下記 FAX をおくりました。
の戦争なんかをしようとせっせと準備を 認、保護者の参加承諾及び中学生本人の いうものかなぁと思うことがあります。
しているようです。こんな時代に何と言 参加希望に基づいて行われており、実施
太宰治が、戦前は共産党員となって地
横浜市教育委員会企画課 御中う理不尽なことをしているのでしょう。 において何ら瑕疵はないと考える。
下活動しながら、戦後は、あえて「天皇
北部学校教育事務所 御中
私たちは、この現実を見てこれに立ち 3 参加を希望する本人・保護者が、自衛 陛下万歳」とと叫んで世間の風潮に逆ら
横浜市立中山中学校 御中
隊にどのような考えを持つかは、憲法の ったような、そんなリベラルですが、そ
向かわないと、チベットやウルムチや
モンゴルのように何百万人の虐殺犠牲者 保障する思想信条の自由であり、特定の ういうアンチ・リベラルは、その時代、
平成 27 年 6 月 26 日
が出るのです。これを防ぐために私たち 考えを押し付けようとする事こそ、憲法 その時代で偉そうにしているものに対す
違反である。
は戦わなくてはならないのです。
る生理的嫌悪ないし反撥を、行動の指針
川崎市中原区井田中ノ町 8-8-105
そういった意味でも火力演習は見なくて 4 総合火力演習及び自衛隊への反対は、 にするのです。
アイエフシー株式会社 (International
憲法の保障する、職業選択の自由を著し
はならないのです。
今、大阪人のアンチは、反中、嫌韓に
Fine Chemicals Co.,Ltd.)
日本人として、毅然として誇りを持っ く害しており、我々はそれに与しない。 向っています。しかし、それは思想では
代表取締役社長 梅原英毅
重大な人権侵害であると考える。また、 なく、生理的なものですので、いつまた、
て実行してください。応援致します。
------------------------------------ 自衛隊にのみ誹謗中傷を加え、これを問 どのような方向に向くのか予想が困難な
前略、私は神奈川県川崎市で医薬・健
会員の皆様及び日頃よりご支援いただ 題視することは「重大な職業差別」であ ところがあります。
以上
康食品を輸入・製造・販売しているアイ いている皆様、横浜教職員連盟の鈴木斎 るとも考える。
----------------------------------エフシー株式会社の梅原英毅と申します。 王です。この度、臨時総会を受けまして、 5 本見学会が、もし中止されるようなこ
大阪人って、東京人に何かコンプレッ
今、メールマガジンで貴課が計画してい 連盟としての最終意見を表明させていた とがあれば、その実相を知りたいと願う クス持ってませんか。私だけかな。私は
る陸上自衛隊の東富士総合火力演習見学 だきました。これからもよろしく。
本人・保護者の学ぶ機会を奪う事となり、 元々横浜の野毛山動物園の横で幼稚園時
について、
「共産党系市民団体」や左翼系 https://www.facebook.com/yokokyoure 憲法の定める学問の自由に反すると考え 代を過ごしたのですが、なぜか上京する
の「横浜教職員の会」などが抗議し、理 nn/posts/464057323775378
る。横浜市教育委員会及び当該中学校が、 といつも緊張し、身構えます。 マスキ
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本見学会を実施することを強く求める。
6 教育委員会、当該中学校及び自衛隊に
反対を唱える者が存在することは、憲法
に則り認めるが、反対のために、担当教
諭の個人情報流布や個人への誹謗中傷を
行うことは人権問題である。これら、違
法行為については、連盟としても、正式
に警察へ通報する。
7 見学会への参加の是非判断は本人や保
護者が行うべきであり、我々教職員はそ
れを支援する立場であると考える。
8 最後に、国民の 90%以上から信頼さ
れる自衛隊について、その実相を見学会
に参加した中学生が感じ取ることが重要
であると考える。
-----------------------------------横浜の中学教師、H・G です。
お電話、ありがとうございました。
お尋ねの件、要領を得ませんで失礼いた
しました。当事者に聞きまして、分った
ことお知らせいたします。
■横浜市に文句を言っている教員団体
子ども・教育・くらしを守る横浜教職員
の会
会長 貞光正二
〒231-0062 横浜市中区桜木町３-９
平和と労働会館５Ｆ
電話 ０４５（２１２）５７５３
ＦＡＸ ０４５（２１２）５７５４
ホームページはこちら
http://yokokai.web.fc2.com/
彼らは、ずっと以前から自由社と育鵬社
の教科書に対して徹底的に攻撃を続けて
いる札付きの団体です。市の研修会など
には、必ず来てビラをまいたり文句を言
っていたりします。ほとんどが年寄りで
退職教員らが中心ようです。
■学校まで来て抗議した団体
「新日本婦人の会」緑支部（横浜市緑区）
共産党傘下の団体ですね。

宝塚市議会で、同性婚につ
同性婚につ
宝塚市議会で
いて大揉め
いて大揉
大揉め
大河内茂太議員頑張る
大河内茂太議員頑張る
http://www.sankei.com/west/news/15
0625/wst1506250014-n1.html

が同性間の性的接触との新聞記事を示し、 する。
しかし、市長が議員の自由な発言につ
「条例ができた場合、『同性愛者が集ま
り、ＨＩＶ感染の中心になったらどうす いて、意見の違いから取り消しを求める
るんだ』という議論も市民から起こる」 ことはない。その意味でまずおかしい。
また、性的少数者、ＬＢＧＴと言われ
と発言。一部市議から「不適切で取り消
すべき」との意見が出され、約３０分間、 る方、知人にもそういった人物がいるた
め、私自身に偏見はない。
本会議が中断した。
しかし、地方議会での条例化というこ
とになると、憲法と地方議会の権能の関
係から話は違ってくる。
議場に国旗の掲揚が必要とした議論の
際にも述べたように、地方議会の権能と
して憲法第９４条にあるように憲法、法
の範囲内でしか条例は制定はできない。
＊憲法第９４条：地方公共団体は、その
財産を管理し、事務を処理し、及び行政
を執行する権能を有し、法律の範囲内で
条例を制定することができる。
渋谷区の条例化でも問題になったよう
に、憲法第２４条第１項の「両性」
（ＧＨ
Ｑ草案では both sexes）の合意で成立す
る、ということに反してしまう。
＊ＧＨＱ草案がある時点で、現日本国憲
法こそ日本人の手で制定し直すべき事が
分かる。
なかには、この「両性」が男－男、女
－女も含むと解釈する識者もいたが、そ
うなると男女共同参画社会の根本たる同
条文の後半
「夫婦が同等の権利を有することを基本
として」
と同条第２項の後半
「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平
等に立脚して、制定されなければならな
い。」
の解釈がおかしいことになってしまう。
本当にこういった条例を求めるなら、
まずは憲法の改正、自主憲法制定の議論
からと思う。

6/25 サンケイ
----------------------------------性的少数者支援 の 条 河村 天人 FB
宝塚市議会 性的少数者支援の
例検討めぐり紛糾
市長が発言取り
発言取り消 2 時間前 &#183; 兵庫県 宝塚市
例検討めぐり
めぐり紛糾 市長が
不適切」との指摘
との指摘も
し求めᵁ「不適切」
指摘も
あっばれ！大河内 茂太議員
同性カップルを結婚相当と認める条例 宝塚はおかまの町 なんて全国に言われ
制定を視野に、相談窓口の設置など性的 たらどないすんねん。
少数者（ＬＧＢＴ）を支援する施策を検 みんなこの記事よんでどう思われます
討している兵庫県宝塚市の市議会 本会 か？ OK ですか？
議が２４日開かれ、市の方針に市議が意
見を述べたところ、中川智子市長が発言 -----------------------------------の取り消しを求めるなど審議が紛糾した。 問題は
問題は２点ある
市議会では、申し合わせで市長の 反論や 7-3
三井田孝欧柏崎市市議
批判は認められておらず、専門家から「不 http://miida.cocolog-nifty.com/natto
適切」との声も上がっている。
u/2015/06/post-2ef5.html
本会議で大河内茂太市議（自民）が市
兵庫県宝塚市が先に東京都渋谷区が制
のＬＧＢＴ支援方針につ いて質問。学校 定した同性カップルに対する同様の条例
での啓発について「教室という密室で、 を検討するとし、議会が紛糾していると
判断能力がない子供たちに啓発すること
いう。
は慎重にすべきだ」と意見を述べた。こ
早速、関連の記事やそれぞれの立場の
れに対し、中川市長は 「広く勉強してい ブログなどを見たが、地方議員としては
ただいてから議論すべきだ。
『子供たちに ・議会運営上の問題
判断能力がない』というのは取り消して
・地方議会の権能と憲法上の制約
ほしい」と発言した。
が大きな問題点と感じた。
同市議会では、市議の発言に対し、市
最初に、市長が議員の質問に対して、
長が逆質問をする「反問権」は認められ 「意見の相違」から発言の取り消しを求
ているが、批判や反論は認められていな めること自体があり得ない。柏崎市議会
い。大河内市議は「市長の発言は議員へ においても、市長が議員の質問内容を把
の逆質問を認めた『反問権』を超えた反
握できない場合に、確認するための反問
論だ」としている。
権は認められている。また議会という場
また、大河内市議は質問の中で、エイ にそぐわない言葉や表現の場合には、議
ズウイルス（ＨＩＶ）の感染経路の７割 場の管理者、トップである議長が判断を
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「英霊を被告にして委員会」訴訟経過状況
【 大 阪 】

【 東 京 】
●第 1 次攻撃隊
（津川雅彦氏以下 15 名〔№1～15〕
）
H26-9-15 東京地裁に補助参加申し立て
◇第１回口頭弁論 H26H26-9-22（
22（東京地裁）
東京地裁）
11-25 東京地裁却下
◇第 2 回口頭弁論 H26H26-1212-1（東京地裁）
東京地裁）
12-3 東京高裁に即時抗告
（H27-1-16 抗告理由書提出）
Ｈ27-1-27
東京高裁却下
（高裁は 10 日で理由書をきっちり読んだのか！）
2-4
最高裁に特別抗告
3-11
〃
却下

◇第１回口頭弁論 H26H26-7-23（大阪地裁）
23（大阪地裁）
●第 1 次攻撃隊
（津川雅彦氏以下 20 名〔№1～20〕
）
H26-10-16

津川雅彦氏ら 20 人大阪地裁に補助

参加申し立て
◇第 2 回口頭弁論 H26H26-1010-21（大阪地裁）
21（大阪地裁）
12-26

大阪地裁却下

12-26

大阪高裁に即時抗告

H27-2-16

大阪高裁却下

2-18

最高裁に特別抗告

3-10

最高裁却下

●2 次攻撃隊
（長尾敬衆議院議員等 1065 名〔№16～1080〕
）
H26-11-25 東京地裁に補助参加申し立て
12-26 東京地裁却下
H27-1-6
東京高裁に即時抗告
〔№16～26〕
2-20 東京高裁抗告却下
3-5
最高裁特別抗告
3-25
〃
却下

●2 次攻撃隊
（長尾敬衆議院議員等 1060 名〔№21～1080〕
）
1-8

2 次攻撃隊大阪地裁に申し立て

◇第 3 回口頭弁論 H27
H27-1-9（大阪地裁）
2-6
2-13

大阪地裁却下
大阪高裁に即時抗告

◇第 4 回口頭弁論 H27
H27-2-23（大阪地裁）
23（大阪地裁）
●3 次攻撃隊

●3 次攻撃隊（大坂と同様 119 名）
3-6 3 次攻撃隊東京地裁に申し立て
◇第 3 回口頭弁論 H27
H27-3-9（東京地裁）
東京地裁）
3-9 東京地裁法定で口頭却下
3-16 東京高裁に即時抗告
4-24 東京高裁抗告却下

（山口宗敏氏（多聞中将御子息）等 119 名
〔№1081～1200〕）
4-8

Ｈ27-6-15 現在

3 次攻撃隊大阪地裁に申し立て

◇第 5 回口頭弁論 H27
H27-4-10（大阪地裁）
10（大阪地裁）
●4 次攻撃隊

●4 次攻撃隊〔№1201～1210〕）

〔№1201～1210〕）
6-6
4 次攻撃隊大阪地裁に申し立て
◇第 6 回口頭弁論 H27
H27-6-9（大阪地裁）

64 次攻撃隊大阪地裁に申し立て
◇第 4 回口頭弁論 H27
H27-6-12（
12（東京地裁）
東京地裁）

●5 次攻撃隊（７月中旬ごろ、現在鋭意準備中）
◇第 7 回口頭弁論 H27
H27-7-30（大阪地裁）
30（大阪地裁）

●5 次攻撃隊（７月中旬、現在鋭意準備中）
◇第 5 回口頭弁論 H27
H27-7-17（
17（東京地裁）
東京地裁）

５次攻撃隊現在募集中！；締切 ７月末（以降６次募集）
原告（反日左翼）数は、東京大阪とも約 1000 名。我方はすでに申し立て数 2000 名、準備中 3000 名。委任状
はすでに原告の５倍を超えています。１発殴ったら５発返ってきた。何とかあと３～4000 名の方にご参加いただ
き、１発殴ったら 10 発返ってきた。絶対、靖国を訴えるなどとバカなことはしてはいけない。と肝に命じさせた
いと思います。
7

Ｍ情報（MASUKI
Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告

8
平成 27 年 7 月 20 日（16
日（166
166-8）

外務省宛】
【外務省宛】

編 集 後 記

去年の年末から続いた選挙がやっと一
区切りついた。大阪は年末に府、市長選
の W 選挙があるが、２～３ケ月、一時の
休みがある。
「英霊を被告にして委員会」
の裁判も山場を越え、後は証人調べくら
い。願わくば、つかの間の休息を壊さな
いでいただきたい。しかし、未だかって、

「のんびり」の計画がうまくいったため
しがない。時期が来たらお話ししますが、
徳永弁護士はとてつもない裁判を準備し
ているし、神戸の小野女史は「皇室への
不敬は許さん！」
（次号で詳細記載）と立
ち上がった。両方とも放ってはおけない。
やはり忙しい。そんな性分なのだ。そし
て机の上は選挙前そのままなのだ。整理
係り募集！

【ご支援等の口座】

００９８０ ８ ２４５５４７ MASUKI 情報デスク
活動資金ご協力のお願い 郵便振替
三菱東京UFJ銀行 千里中央支店 0044349 普通 増木重夫

うした説明も必要ないとの立場だった。 まずは、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、
ただ、世界遺産の登録には韓国の理解が
ご支援を賜り心から御礼申し上げます。
こ
ビラ等の制作費・備品購入費等
欠かせないと判断し、韓国の主張に配慮。のレポートにもありますように、私どもは ○ Ｍ情報が
情報が応援している
応援している主
している主な団体
一部の施設で徴用工が働いていた事実を
子供達に誇りある国を残すため、
日々命が
・一条の会
・英霊を被告にして委員会
日本が自発的に説明し、韓国も反対しな けで戦っています。ところが問題は活動資
・NPO 法人百人の会 ・救う会大阪
い方向で調整することになった。
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
♬♪♫♩♬♪♫♩♪♫♩♬♪♫♩♪♫♩♬♪♩♬♪♫♩♪♫♩♬♪> 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
「戦時体制下における、国家総動員法に
※
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
基づく国民徴用令によって、一部の朝鮮
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・竹島を奪還する会・関西
半島出身者が、一部の施設で徴用工とし
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
て働いていた」という事実関係を淡々と
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
説明する程度の“配慮”であれば、特に
○
カンパ金の主な使途は下記団体の、
前記口座、または同封の郵便振替に
◇
異論はありません。ですが、徴用は戦時
てご協力ください。
・活動の資料等の発送費・道路、公園
下当時の合法的な国民の義務であり、
「強 ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
制」とは異なるため、くれぐれも韓国側
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・
が一方的に喧伝してきた「強制労働」な
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
る造語を、日本側が対外的な説明に用い
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
ることの無いよう念を押して要請します。
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
「強制」
「強制労働」との文言は、歴史の
等の同封が可能です。ご相談ください。
ございましたらどんどん表記事務所ま
事実に反する韓国側の歪曲・捏造であり、
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
関係各国・世界各国に非人道的な誤った
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
印象を与えてしまいます。
日本側は、断じて使用してはなりませ 『Ｍ情報』では、日々、全国各地の仲
ですが、試しに一度受信してみませんか。
ん。外務省におかれましては、歴史の事 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
実に基づかない、韓国側への“過度な配 報が送られてきます。それをメールで転
は次のアドレスに「メール希望」と空メ
慮”や“行き過ぎた譲歩”を決して行わ 送します。内容はどこよりも詳しく多種
ールを（発信名義「NPO 法人百人の会」）
。
多様。
「量が多過ぎとお叱りを受けるの
ないよう、重ねて要請いたします。
h100prs@oregano.ocn.ne.jp

の説明文に、徴用工の歴史的事実を記載
する方向で調整する。
日本は、戦時中に朝鮮半島から労働者
が動員された徴用工の問題は、遺産が対
象とする時期より後だとして、当初はこ

世界遺産登録に「強制連行」
強制連行」という文言
という文言を
わないでください。
世界遺産登録に
文言を使わないでください。
H27-6-22
H27東京 児 島 謙 剛
本日、外務省ＨＰから、「要請メール」
を送りました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/com
ment/index.html
-----------------------------------世界遺産登録の問題は、一応の決着が
ついたような形にはなりましたが、韓国
はもちろんのこと、外務省のやることは
はっきり言って信用ならないので、しっ
かり念押しでクギを刺しておく必要があ
る、と考えた次第です。
毎回のことですが、日韓関連の記事で
「配慮」という単語を目にする度に、背
筋がゾッとする思いが致します。
日本側が「誠意」を示して、
「配慮に配
慮」を重ねた結果、仇で返され続けてき
たのが、日韓６０年の歴史ですから。
以下、ご参考までに。
-----------------------------------世界遺産登録の件に関して、
「日韓が共
に譲歩」あるいは「妥協した」
との報道がなされています。メディア各
社の報道内容を見ても、いまひとつ詳細
が分からないのですが、たとえば朝日新
聞は、以下のように伝えています。
♬♪♫♩♬♪♫♩♪♫♩♬♪♫♩♪♫♩♬♪♩♬♪♫♩♪♫♩♬♪

世界遺産登録、日韓協力で一致 「徴用
工」記載で調整
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=2
0150621-00000032-asahi-pol
韓国は「強制労働」の問題があるとして
反発していたが、日本側が関連する遺産

