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我が国は立憲主義国家です。皇室への不 教え、子供たちの心により一層の
敬な言論は、憲法一条に記載された「国民 「愛国心」を育くむため、皆様のお
の総意に基づく」という、規的な要請に対 力をお借りし、共に活動を進めて参
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憲法一条の会
憲法一条の
代表 小 野 馨 子

「憲法一条の会」の設立にあたり する違反行為です。不敬な発言や誹謗中傷 りたいと考えております。何卒よろ
は、国民に純粋に湧き上がる畏敬の念を破 しくお願い申し上げます。
ご挨拶を申し上げます。
本会は、「この頃、皇室を軽視 壊し、皇室に対する視線を冷たくしていき 平成二十七年八月十一日
まかり通るのならば、
した不敬な言論があまりにも多 ます。非道徳的言論がま
活 動 概 要
すぎない？」という素朴な疑問か 我が国においては当然、憲法に現実を合わ
ら誕生しました。我が国において せるべく皇室教育や皇室広報を活発にす
憲法一条を顕彰する
顕彰する
は言論の自由は憲法で保障され べきであり、反皇室的な言論を糺す活動を １ 憲法一条を
ていますが、昨今は守るべき言論 行うべきだといえるでしょう。しかしなが 本会は本来の「象徴天皇」を積極
であるとはとても言えない、非道 ら前述のように学校教育においては、憲法 的に評価します。皇室を崇敬し国を
徳的な表現がまかり通っていま 九条は熱心に教えていますが、それに比較 想う方々の、憲法に対する立場とし
す。週刊誌やテレビ、新聞等マス すると最も大切な憲法第一条はないがし ては、 一条護憲派と一条改憲派（一
条は大切だが、将来的により正しい
メディアにおいて、皇室の方々が、ろにされているといえます。
「秋篠宮ご夫妻」とか「佳子さま」「天皇は日本国民の統合の象徴」という言 文言への改正を目指したい ) があ
などと芸能人のように扱われ、 葉の意味を、きちんと説明できる人はどの るでしょう。いずれにしても、「天
「殿下」という称号は死語になり くらいいるでしょう。上記の一文が教育の 皇の『元首』という地位が国民の総
そうな有様です。またネット上に 場で機械的に暗記させられるだけで、子供 意に基づく未来永劫のものである
おいては一般国民による皇室軽 たちにはその意味を説明される機会が殆 こと」という立場には変わりなく、
憲法一条に関する議論を皆で大い
視、不敬な発言ばかりか誹謗中傷、ど無いということは非常に残念です。
教育現場において、我が国の歴史は天皇 に盛り上げるべきというのが、「憲
直視できないような写真までも
が見られます。この状況を糺す と共に始まったということをしっかりと 法一条の会」の趣旨であります。
ための効果的な国民運動はない
２ 理論武
かと考え、諸先生方と相談をさ
装し、不知
せていただきました。そしてアド
による不敬
による不敬
バイスを頂く中で、皇室への不敬
を糺す
を糺すならば、もっと深く掘り下
「皇室への
げて考えるべきだと思い至りま
不敬を許せ
した。
ない」これが、
皇室の方々への誹謗中傷や、不
本会の設立
敬な報道が氾濫するその原因は
の動機でし
何でしょうか。それは憲法一条に
た。不敬な報
ついてしっかりと教えていない
道や言論を
学校教教育に大きな問題がある
目にして、け
のではないかと考えました。まさ
しからんと
か憲法は、九条から始まると思っ
思いつつ見
ている生徒はいないとは思いま
過ごしてい
すが・・・・。

皇居、桜田門より
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ては状況を変えられません。二千年以上も ました。
の歴史をくぐり抜け存続してきた、皇室へ
そしてその日、３０分ほ
の畏敬の念は左翼の発想や中韓の文化に ど早く最寄りの駅（地下鉄
見られる「ブルジョワ」「儒教的敬意」の 御堂筋線西中島駅）に集合
ようなものではありません。皇室を軽視す し、駅頭でアンケート調査
ることや不敬な態度は即ち、日本国へのそ を行いました。アンケート
れであり看過できるものではありません.。は２種類作り、これ（下記）
しかし、いざ議論となる と「皇室を愛す は簡単な方です。
る気持ちは強いが知識不足だ」「難しい」 。詳細は「ＮＰＯ法人百人
という先入観から、不敬に対し理論立った の会ᵄ活動の記録ᵄ一般活
反論ができず怯んでしまう人は少なくな 動、集会録ᵄ憲法一条認識
いでしょう。本会は、思いを同じくされる 度調査」で出てきます。
方が集う勉強会を開催します。危機感を共
サンプルが 50 人ですの
有し、マスコミや知識不足な一般人の不敬 で、統計と言えるほどオー
には理論武装して立ち向かうことができ バーなものではございませ
るよう、共に学び発信していきましょう。 んが、百人調査しようが、
一万人調査しようが、結果
は同じような気がします。
学校教育へのアプローチ
３ 学校教育へのアプローチ
結論〕
「愛国心を育む」と教育基本法に明記され 〔結論〕
ましたが絵に描いた餅では困ります。その ① 1 条に「天皇」のこと
中で特に外せないのは、国体教育すなわち、が書かれていることを知っ
皇室についての教育であるはずです。憲法 ている人は、50 人中一人だ
一条は日本的立憲君主制の宣言であり、天 け。理事会出席のため、我々
皇は象徴として第一条に規定された国体 の前を通りかかった百人の
の制度なのですから、一条を教えずして愛 会辻理事長だけ。予想して
国教育は成り立ちません。 日本人の振る いたとはいえ、現実、デー
舞いとは、古代から変わらず万世一系で存 ターを見すと、愕然と
続してきた伝統に対する敬意と、この国に します。
生まれた自らを喜ぶという姿勢であるは ② 「九条の会、九条の
ずです。国の将来を担う子供達に皇室を敬 会」と大騒ぎをしている割
愛する心を育むことは日本を元気にする には、九条の会の内容を知
最優先事項と考えます。
っている人が少ないように
思います。
③結婚は「本人と本人」の
一条認識の現実
一条認識の
意思でできることは、全員
知っているようです。
③ 調査の趣旨は、「天皇
と一条」との関係です。調
査目的の本音がばれないよ
実は７月２６日、新大阪で、百人の会の
理事会があり、その終了後、その場をお借
りして、創造文化研究所中島剛代表を講師
にお招きし、一条の会第一回勉強会を行い
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うに、ダーミーの問題に苦労しました。
「結
立てる側に回りたいから、だそうです。
婚にはペットの同意が必要」
海外ではできるだけ、華やかになさるとい
これはむちゃくちゃな問題デシタ！！
うお考えです」。
ちなみに、秋篠宮家には、着物のことが
一条の会顧問 ・作家 真 島 久 美 子
一条の
αα 問題 αααααααααααααααα
わかる女官さんはいないそうです。となる
●（ ）内の適当な言葉を選んでください。「憲法一条の会」の発足、心からお祝い申 「すごいですね、これ手描きでしょう。
」 と、紀子妃殿下のあの素晴らしい和服姿は、
１ マスコミの世論調査の結果は正しい
という大失言をやってのけています。最近 皇后陛下の影響を強く受けている、と考え
し上げます。ここ半年ばかり、急に沸き起
と思いますか
こった両陛下への激しいバッシングに、 こそ、ジェットインクという手法が出てき るのが自然です。
（正しいと思う・だいたい正しい・正しい 強い違和感と戸惑い、不快感を感じており ましたが、質の悪い粗悪品以外には、使わ 皇后陛下への批判の中には、そのブログ
とは思わない）
れることはありません。このひとことで、主が日本文化の知識がないことを、露呈し
ました。
２ 今回の安保法案は
ＢＢが全く、着物に関しての知識がないと ているものがいくつかあります。たとえば
私にわかる部分として、まず着物に関し
（賛成・反対・わからない）
（２０１５年６月２
て意見を申し上げます。バッシングの中心 いうことは明確です。また皇后陛下への批 「remmikki のブログ」
３ 憲法１条には何が書かれていますか になっている「ＢＢの覚醒記録」というブ 判の中で、
０日付）～などです。
（戦争放棄・内閣の権限・天皇・選挙・総 ログに取り上げられた、皇后陛下「聖心女 「紀子妃殿下へのお気遣いがない」「あま ※ 申し訳ございません。紙面の関係で途
理大臣・わからない）
中ですが（編集者）
子高校、卒業の夕べ」（２０１５，１月２ たある着物や洋服は独り占め」というもの
４ 憲法９条
〃
９日付）の着物の着付けです。この当時は がありますが、ある呉服屋によれば、「皇
（戦争放棄・内閣の権限・天皇・選挙・総
后さまから紀子様へは、よく着物が回って ◎先ず、私自身、このようなブログを初め
着物が生活着とされていた時代です。この
理大臣・わからない）
て見、びっくりしています。皇族のされる
ような着方でなんの不思議もありません。 いくんですよ」、とのこと。
５ 憲法２４条には結婚について書かれ
「紀子様の帯と和服が急にすごくなって ことに一般人が口を入れている。書いてあ
一応、当時の映画も見て確認しております。
ています。結婚に必要な同意は。
（２０１４年８月３日付）
「ＢＢの る内容が事実かそうでないか以前に皇族
私がお付き合いしているのは、銀座、日本 いる件」
（家と家・親と親・本人と本人・家族と家 橋で１００年以上の老舗の呉服屋ばかり 覚醒記録」< div>では、
「急に」と書いてあ を、ＰＴＡの集まりに参加するお母さん連
族〔ペットを含む〕
）
であり、また皇室ご用達と言われる呉服屋 りながら、いつからどのようにすごくなっ 中のように扱っている。着物の着方がどう
ααααααααααααααααααααααα ともお付き合いがあります。念のため、そ ているのかという具体的な記述がありま
とか、お花の生け方がどうとか。仮に違っ
ちらでも重ねて確認しましたが、どの呉服 せん。着物に無知な人だから、書きようが ていたとするなら、皇族のそれが正しいの
であって、その瞬間から自分が変わればい
百人の会として
◎ 百人の
なかったのでしょう。
屋も、あっけにとられて「これで何がおか
小野代表は本件企画の協力を、百人の会 しいんですか？」と、逆に尋ねられる始末
最初に挙げられた写真の着物は、皇后陛 い。皇族のされることが日本なのではない
５月の理事会に持ち込んだ。ところがその でした。
下お好みの典型です。白地に金をあしらっ か。批判の概念のない存在、いや、批判の
時の名称が、
「一条護憲の会」
。「全員の拍
ブログ内では特に、「帯締め」について た豪華な訪問着ですね。こちらに関して確 対象外、それが皇族だ。
手で可決」と言う話はよく聞きますが、
「全 言及があります。
認はしていませんが、おそらく皇后陛下か そもそもこのような発言を、だれもが
員ブーイングで否決」。気持ちはわかるが、
。「ねじれていてまともに結べていない」 らのものと、推察します。秋篠宮家の台所 見れるブログに書くこと自体、「国体の
というめったにお目にかかれない事態に この当時は太い帯締めが流行でした。
事情では、これだけのレベルの着物を、新 崩壊」といったら言い過ぎだろうか。親
なり、辻理事長の鶴の一声で「憲法一条の 帯締めとは、身体の中心（おへそ）の前で しく誂える余裕があるかどうか・・・。 にもため口で話をする昨今、ネットの匿
会」に決まりました。
結び、その両端を左右に挟み込みます。 「皇后陛下のコーデイネイトはいつも素 名性を利用し言いたい放題。戦前戦中『特
この「学校教育へのアプローチ」は全く ですから、このようになるのがむしろ、自 晴らしいと思って拝見していますが、専門 高』と言うのがあったが、このような連
その通りで、百人の会としても、我々がし
の方がいらっしゃるのですか？」という私 中には特高が必要だろう。これは民主主
然なのです。それを「ねじれている」とい
なければならないことです。そのような事 うのは、着物についての知識が全くない人 の問いには、
義が進んでいるのとは話が違う。言論の
情で、ＮＰＯ法人百人の会は、一条の会を だということになります。
「ご自身で 全部なさるんですよ、お好み 自由とも違う。京都の高級料亭のテーブ
応援することを機関決定しました。
このＢＢというブロガーは、かつて紀子 がはっきりしていらっしゃるから。国内の ルを這うゴキブリを許すことだ。（増木）
集まりでは、地味になさる。お客様を引き
妃殿下の着物についての記事の中で、
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一条の会幹事・
幹事・愛知の
愛知の
一条の

教育を考える会
える会 杉 田 謙 一
教育を

一条の会が発足，そのキャンペーン用の 得ス」の言葉にあるように、我が国はつ
記念品のセットを完成しました。
いに約束を見届ける事が出来なくなって
「皇室への不敬を許せない」これが、会 しまったのだ。
の設立の動機。
日本の占領統治の間に、中国はさらな
先ずは「憲法一条を顕彰する」事を主 る内乱を迎え、ついには共産中国が成立。
眼とし、本来の「象徴天皇」を積極的に 大陸を追われた蒋介石は日本国籍を持つ
評価。「天皇の地位が国民の総意に基づ 台湾人を大弾圧。２・２８事件を起こし
く未来永劫のものであること」を願い憲 た。共産中国の侵略の魔手は、南モンゴ
法一条に関する議論を皆で大いに盛り上 ルを奪取し、チベットさえも武力制圧し
げるべきというのが、「憲法一条の会」 て仏教国家を消滅させて、満州や、ウイ
の趣旨であります。大阪発ですが、是非 グルをも弾圧支配してしまった。朝鮮も
大きくしたいものです。
かつては日本と同胞であったのに、骨肉
新聞記者用のマスコミ用語週を共同通 の争い、朝鮮戦争が勃発。日本は共産北
信が出しているのですが、これを見ても 朝鮮の南進を放置するだけで、数年前の
皇室に対する表記はドンドン簡素化。
同胞を見殺しするしかなかった。日本の
由々しき問題です。正さねば。
敗戦は、アジアに共産革命を惹起させた、
まもなく終戦記念日。 我が国はついに苦 アジアは大変な目にあってしまったので
渋の選択、敗戦を受け入れ復興の道を進 ある。しかし、他のアジア、東南アジア
むことになったのでした。
や南アジアはもう二度と植民地にはなら
ぬと立ち上がった。イギリスを追い出し、
国柄をただ守
らんといばら道
国柄をただ
をただ守らんといばら道
フランスを倒し、インドネシアでは日本
すすみ行くともいくさとめけり 兵１０００余名が日本に帰るのを我慢し
すすみ行
て独立運動を支援してついにオランダを
陛下のこの御製は終戦の詔、新日本建 追い出したのだ。
設の詔の精神を端的に表したもので有り
国内はしかし、米国の巧妙な占領統治
ましょう。敗れてどん底の世界を味わっ の中にあって日本の罪意識が完璧に植え
た日本。しかし日本はいつか見ておれと、 付けられた。東京大空襲虐殺やヒロシマ
歯を食いしばって復興の道を歩んだので 長崎虐殺にたいしてもまともに非難すら
した。
許されなかった。これほどの非道な大量
アジア諸国が日本と共にたってくれた。 虐殺をなしたアメリカに対して非難の声
日本に期待し、独立の道を勇気を持って はついに上げえなかった。戦勝国の価値
歩みだしてくれた。しかし、
観を呑まされ、虚偽歴史の受け入れを許
「朕ハ帝國ト共ニ終始東亞ノ解放ニ協力 容せしめられた。７年間の占領は日本人
セル諸盟邦ニ對シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ に自信を喪失させ、自虐意識を持たせる

に充分な時間でもあった。
占領年月の１０倍が既に流れた。もう、
占領政策の呪縛から逃れねばならない年
月が過ぎ去ったのです。もう占領政策を
非難して居ればよい時代ではない。日本
人自身の責任が問われる時を迎えている
のです。心して日本刷新をなして行かね
ばなりません。
後日、杉田先生には弊会副代表をお引き

受けいただきました。
◎占領政策の是は是、非は非。
そもそも米国に皇室はない。だから私た
ちの皇室に対する思いを彼らがどこまで
理解できるか。その限界の中での現憲法。
現憲法は私たちの皇室に対する思いを十
分反映していると言えるでしょうか。
皇室への尊厳が日本人のアイディンテ
ィ。日本作新の柱だと思います。（増木）

【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

ずは、平素より私どもの活動に力強いご
使用申請料・交通費、通信費・資料、
支援を賜り心から御礼申し上げます。この
ビラ等の制作費・備品購入費等
レポートにもありますように、私どもは子
○Ｍ情報がサポートしている主な団体
供達に誇りある国を残すため、日々命がけ
・NPO 法人百人の会 ・救う会大阪
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
・憲法一条の会
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
・竹島を奪還する会・関西
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・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。 ◇ 前記口座、または同封の郵便振替に
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
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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。

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・

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
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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

『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

