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靖國訴訟の
おかしな人たち」
たち」 元社会党市議の偽善的な証言に対し、 なることはない」と念を押して訴えを退
靖國訴訟
訴訟の「おかしな人
北朝鮮拉致問題に絡めて批判できたとこ けた。原告らの勝ち目は万に一つもない。
ろはうまく展開できたと自賛しています。 それは法廷を利用してする政治的パフォ
月号』
『正論 10 月号』
台湾人原告の証言に関して、ウェイ監督 ーマンスだ。放っておけなかったのは、
日発売）
（9 月 1 日発売）
の映画『ＫＡＮＯ』と『セディック・バ 国民が崇敬する靖國神社を被告としたか
弁護士 徳 永 信 一
レ』に触れることができたのは、とても
らだ。悪ふざけにも程がある。対抗策と
嬉しく思うところです。
して小泉訴訟のときと同じく補助参加
9 月 1 日発売の『正論 10 月号』、
『靖
それはまさに「歴史の光と影」であり、 （民訴法 42 条）を申し立てることにし
國訴訟の困った人たち」
（タイトルは少し
影だけを強調する高金素梅に対する決定 た。
変わるかも知れません）是非お読みくだ
的な批判になったと思います。
名乗りを上げたのは、大阪の人気番
さい。今回の原稿は「正論」の編集部に
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
組、「たかじんのそこまで言って委員
も評判がよいよいです。
徳永先生から原稿を見せていただきまし
会」の出演者の方々たちだった。津川
「英霊を被告にして委員会」の活動も、9
た。さわりの部分だけ（編集者）
雅彦さん、金美麗さん、竹田恒泰さん
月で大阪地裁での申立から 1 年を迎えま
らに加わって頂いた。京都北山神社の
す。この間、弁護団としての活動報告を
序章：「英霊
「英霊を
被告にして委員会
１ 序章：
英霊を被告にして
にして委員会」
委員会」
中村重行宮司を団長に戴き、通称「英
あげていませんでしたが、この原稿をも
平成 26 年 4 月、大阪地裁と東京地
霊を被告にして委員会」が発足。
って活動報告とさせて下さい。
裁に相次いで安倍首相を訴える訴訟が ----------------------------------この原稿に書いたことは、7 月 31 日
提起された。前年の 12 月に安倍首相 ここまで。これ以上載せちゃうと「正論」
の証言の一部ですが、紙幅の関係で削除
マスキ
が靖國神社を参拝したことで精神的苦 から叱られるので。
を余儀なくされたことも少なくありませ
痛を被ったというのだ。参拝の差止と
ん。例えば、
「金信明＝ヴァーチャルな差
慰謝料の支払いを求めている。首相の
別」の問題は、ジェンダーフリーの問題
靖國参拝を問題とする訴訟の提起は、
と通底するものであり、
「差別」のもとに
中曽根参拝訴訟、小泉参拝訴訟に次ぐ
なっている「区別」からなくそうという
３度目のことだ。
発想があります。社会が永年かけて形成
率直に言って、今回の裁判は過去の
してきた文化そのものを「差別」として
ものに比べ、いかにも迫力にかける。
排除しろというものです。それは現実の
その原因は、原告らの高齢化。そして
差別に準拠したものでなく、心の壁や思
平成 18 年 6 月 23 日の最高裁判決で
想に依拠するヴァーチャルなものであり、
ある。同判決は「人が神社に参拝する
それゆえ、どんどん過激に膨張していき
行為自体は、他人の信仰生活等に対し
ます。金信明の証言には、まさに、そう
て圧迫、干渉を加えるような性質のも
した反差別の過激化のプロセスが示され
のではないから、他人が特定の神社に
ていた点で興味深いものがありました。
参拝することによって、自己の心情な
そのあたりについても、初稿では書き込
いし宗教上の感情が害されたとし、不
んでいたのですが、紙幅の都合もあって
快の念を抱いたとしても、これを被侵
削除したのです。
害利益として、直ちに損害賠償を求め
反日左派の砦としての大谷派の問題に
ることはできない」とし、「このこと
ついても、語るべきことは多々あります
は内閣総理大臣の地位にある者が靖
が、今回は問題として指摘できたことで
國神社を参拝した場合においても異
満足すべきなのでしょう。

8 月 15 日、大阪護国神社で「一条の会」といっしょに委任状集め
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一昨年の暮れ、安倍総理が靖国神社を参拝
しました。それが気に食わない変わった人
達が安倍首相、国、靖国神社を「心が傷つ
いた」と東京と大阪で訴えました。すかさ
ず我々も平成 26 年９月より「補助参加」
という形で応戦。今年の 10 月 23 日に大
阪地裁では結審。
半年前にも各位からのメッセージを紹
介させていただきましたが、それ以降の
分を、要点
要点のみ
要点のみご紹介したいと思います。
のみ
英霊を被告にして委員会 事務局
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
った方々を
戦った方々
方々を貶めることなどどうしてで
きましょうか[464]
高橋治
きましょうか
祖父が陸軍大尉でした。人間としてとて
も尊敬できる人物だったと亡くなって
数十年を経た今でも変わらず思います。
そんな祖父と同じ時代を生き、戦った
方々を貶めることなどどうしてできまし
ょうか。微力ながら参加させて頂きます。
英霊として祀
るのが当然 山田洋正
英霊として
として祀るのが
日本人として、今の日本の国体を守って
くれた英霊を辱めることは辞めさせない
といけない。亡くなった方々は、英霊と
して祀っていくのが当然だと思います。
私達の役目の
役目の一つは後世
つは後世に
靖国を残すこ
私達の
後世に靖国を
と
小谷誠
命令だから仕方なく、まだ見ぬ子供や孫
達の為・・・色々な経緯で戦場に赴き、
そして亡くなられた方たちですが、それ
でもそのお陰で今の日本があると思いま
す。その方々たちを参拝するのに何が問
題あるのかさっぱり分からない。それを
否定する事は自分たちを、そして日本を

日本は強く、毅然と
毅然と主張する
主張する事
日本は
する事 中西恭子
いつも委員会見させてもらってます、ス
タジオにも行かせてもらいました。金さ
んにはいつも色々教えられ、また改めて
自分の祖国というものを考えさせられま
す。総理には必ず参拝してもらいたい。
西成生まれ、在日韓国人と婚姻歴あり、9
歳の子供がいますが、色々な経験から、

国賊以外の何者でもない
何者でもない
国賊以外の
角谷雅一
国のために戦ったご先祖様をお参りする
のは当たり前。それを阻むものは国賊以
外の何者でもありません。

国会議員は全員靖国神社へ
全員靖国神社へ 竹林良孝
国会議員は
英霊と天皇陛下を侮辱するのは絶対に許
さない。国会議員は全員靖国神社への参
拝をするべきです。

年寄りには義務
年寄りには
りには義務が
義務がある 笹岡輝男
李明博の天皇陛下への侮辱発言から必至

日本人で良かった
日本人で
杉沢美子
母から勧められて参加することにしまし
た。ひいおじいちゃんも戦争に行ってい
るし、修学旅行では知覧の特攻隊記念館
にも見学に行き、戦争の悲惨さを知って
います。私たちの先祖に感謝し、靖国に
眠る英霊～ヒーロー～に安らかな眠りを
守り続けることが、今の平和な日本に住
む私たちが出来る唯一のことだと思いま
す。他国や左翼がなんと言おうと関係あ
りません！日本人として正しく当たり前
のことを粛々と進めていくだけ。 日本人
で良かった。

日本人の誇りそのもの
日本人の
松沢幸子
私の両親の二人の祖父も兵隊さんでした。
幸い両人とも戦死はまのがれ、家族のも
とへ戻ることができました。祖父から戦
争の話をよく聞いて育った私は、祖父の
戦友への想いは人一倍強いと確信してい
ます。日本のために戦って下さった兵隊
さん達が眠る靖国。誰がなんと言おうと
守っていく。日本人の誇りそのものです。

にもよって訴訟という手段で妨害しよう 日本は強く、毅然と主張する事はして、
とする反日行為は許せない。
次の子供世代に残さないようにしたい。
これら反日弁護士どもは中韓の息、中韓 日本は日本です。歩み寄りなどは無理で
根本から否定することになります。現在 の資金が絡んでいるとしか考えられない。 す、経験上。どうぞお願いいたします。
を生きる私達の役目の一つは後世に靖国 彼らの訴訟そのものが功を奏するとは思
靖国をまず参拝
えないが、この際、ぜひ叩いておきたい 靖国をまず
をまず参拝してから
参拝してから
辻田保信
を残すことだと思います。
ものである。靖国
をまず参拝してから自分自身でよく考え、
批判されるのならそれは正しいと思いま
子供達のためにᵁ
未来の日本の
日本の為にᵁ日
子供達のために
のためにᵁ未来の
総理大臣が参拝するのは
参拝するのは当
たり前の事
総理大臣が
するのは当たり前
す。参拝もせず日教組や朝日をはじめと
本人の為にᵁ
本人の
秋野優子
榎本佳織
するマスコミに洗脳され批判する方は国
常日頃反日外国人や売国奴の言動に怒り
を覚えつつ生活で一杯いっぱいです。そ 総理大臣の靖国神社参拝阻止裁判という 家騒乱罪や外患誘致罪で投獄して再教育
んな者でも出来ることがあるならばうれ この馬鹿げた話をネット検索中に知り、 すべきです。
日本人の一人として本当に腹立たしいか
しい限りです。一緒に頑張らせて下さ
い！子供達のためにᵁ未来の日本の為に。 ぎりです。国の為に戦い尊い命を落とし
た方々に対して、国を代表する総理大臣
が参拝するのは当たり前の事であると思
います。どうかこのカウンター裁判で勝
利し、総理大臣が靖国神社への参拝を
堂々とできるよう私にも皆様方を応援さ
せて下さい！
平和で自由で
自由で美しい日本
しい日本を
平和で
日本を
矢嶌理
伝統と格式と英霊への限り無き尊敬の念
と過去の悲惨な戦禍への反省の上に立ち
つつ、平和で自由で平等でな美しい日本
をつくりあげていきましょう、子々孫々
の為に。
天皇陛下 萬歳！ 皇后陛下 万歳！

閣僚が参拝するのは
参拝するのは当然
閣僚が
するのは当然の
当然の事 浮谷一郎
尊い一命を国家に捧げた人々の御霊に対
し、国家の指揮を預る総理大臣を初め閣
僚が参拝し御霊に対し「これからこの国
の指揮を預らせて頂きます」と首を垂れ
るのは当然の事である。
生徒が、靖国神社に
靖国神社に訪れることを義務
れることを義務づけ
生徒が
義務づけ
て欲しい
齊藤 弘]
学童および生徒が、靖国神社ならびに各
地の護国神社へ社会見学に訪れることを
義務づけて欲しいです。
訴訟という手段
妨害しようとする反日
訴訟という
という手段で
手段で妨害しようとする
しようとする反日
行為は許せない
行為は
山下幹雄
日本人の心、靖国神社の首相参拝をより
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で勉強した。先人たちがいかにこの国を
守ってきたか判った。その英霊を侮辱す
ることは許さない。本当の日本を子孫に
伝えていく義務が年寄りにはあると気が
付いた。すでに大衆は目覚めている。反
日日本軍の朝日新聞、NHK、反日知識人
がつぶれるまで戦う。
戦勝国が決めたこと
戦勝国が
小林美智子
戦犯とは、戦勝国が決めたこと。日本の
為にとの思いで、命を落とした方達を参
拝するのは、当然の事と考えます。
圧倒的な数の力でねじ伏
でねじ伏せましょ
圧倒的な
う
：宮前英治
もう、左翼のふざけた訴訟を指くわえて
見ている必要はありません。時間と税金
の無駄をなくすためにも、事前に圧倒的
な数の力でねじ伏せましょう。
英霊の名誉を
名誉を護るため
英霊の
麦田雅和
日本を貶めようとする左翼の荒唐無稽な
主張に嫌気が差し、常に敵を作って攻撃
するやり方が我慢できません、都合が悪
くなると差別だ、右翼だ、不当弾圧だと
誤魔化し、批判し、決して非を認めない
彼らと対決し、ご英霊の名誉を護るため
に参加したいと思います。
正道を歩む事こそ国体
こそ国体
正道を
小森谷二彦
左側に傾いた日本は、誇りも日本人も無
い不可思議な国体を晒す事に成ります。
正々堂々の正道を歩む事こそ、日本の国
体であり、世界の信頼を得る最上の姿で
ありましょう
両陛下を始め誰もが靖國神社
もが靖國神社に
参拝でき
両陛下を
靖國神社に参拝でき
日本にするために
る日本にするために
山本淳子
英霊を護るため、また、天皇皇后両陛下

これを司法が
これを司法
司法が許すなら [423] 杉尾大介
信教の自由は不可侵な人権利であろう！
この原告団がもし憲法９条護持運動並び
に一票の格差問題に関与していた場合、
一切の幸福権の追求を行ってはならない
判決を望むものである。

終戦記念日の日に [424] 小谷美惠子
終戦記念日の
このような馬鹿げた訴訟が行われている
ことに驚きました。靖国護国神社は日本
人にとってとても大切な存在であり、歴
代の総理大臣が参拝して当然だと思って
おります。私個人と致しましては、終戦
記念日の日にちゃんと参拝していただき
たいと思っているのですが・・・。

～～～～～～～～～～～～～～～～～
以下ＨＰで「英霊を被告にして委員会」
ᵄ「私も一言」

敬意と哀悼の
哀悼の意を [420] 内田勝也
特に敬意と
現在の日本人がこのような豊かな生活を
送ることができているのは、大東亜戦争
で犠牲になられた方々の奮闘努力のおか
げであります。大東亜戦争の犠牲者の代
表として、直接戦争に関わった人として
靖国に奉られている英霊には、特に敬意
と哀悼の意を表すのが日本人の務めであ
ります。

ヒーロー」です！
です！ [421] 水口宴
「ヒーロー」
頑張ってください！ 左翼弁護士なんか、
日本の国には要りません！ 英霊の方た
ちは皆、Ａ級Ｂ級Ｃ級関係なく、大和民
族、朝鮮民族に関係なく、日本人にとっ
て、日本国にとって、アジア諸国にとっ
ての「ヒーロー」です！

真実の歴史に
歴史に基づく真
づく真の誇り 海野貴史
を始め、国民誰もが英霊に感謝して靖國 真実の
公正を尊ぶ判事に対して攻勢にに打って
神社に参拝できる日本にするために。
現代の日本人に決定的に欠けているもの、 出よ！ これを司法が許すなら、日本国憲
自分にできることはさせていただきます。 それは「真実の歴史に基づいた真の誇り」 法など無用のものである証となる。
だと思います。それがないからこそ万事
被告席に・・許
・・許されざること 松本明美
たちの名誉と
被告席に
にやる気のない子供のまま体だけが育っ 見ぬ方たちの名誉
名誉と誇り [422]：谷英樹
現在の日本の礎を築いてくれたのは、当 た大人になったり、希望を抱くことがで 祖国、日本の為、アジアの為、天皇陛下
時捨て身で日本を護っていただいた英霊 きず自殺したり、誇りの欠如は社会の根 ならびに戦友の為、家族や日本国民の為
の方々です。
底を揺るがす由々しき事態です。その意 そしてまだ見ぬ私達の為に戦って尊い命
味で、戦後日本は根本がすでに間違って を犠牲になされた方々に哀悼の慰と敬意
天皇陛下にもお参
天皇陛下にもお
にもお参りを [439] 関口健司
います。それを正すのは何十年単位でか を捧げたいと思います。あの方々は決し
安倍総理に是非、靖国参拝をしていただ かるのかもしれませんが、国を守るこ
て犯罪者やテロリストでは決してありま
きたくお願い申し上げます。また、いつ と・真の意味で人や家族を愛することを せん。英霊の方々の名誉と誇りを取り戻
の日か天皇陛下にもお参りをしていただ 端的に伝えた方々を祀り、そして何より さなくてはなりません。それは我々とま
けたら日本人としてこの上ない幸せと思 も今の世代が参拝や遊就館見学で先祖か だ見ぬ方たちの名誉と誇りを護る事に繋
っています。
らの志を受け継ぐことを自覚できる靖国 がる為にも私の委任状を使って頂きたい
神社が一つの鍵となるのは確実です。そ よろしくお願い致します。
れを否定するような真似は絶対に許せま
せん。予備役の身ではありますが、武家
の末裔に生まれた身として、これから戦
場に赴くことや靖国に祀られることもあ
りうると覚悟する身として、国の、ひい
ては次の世代の子らの心を守る一助にな
れば幸いです。
内部干渉であり、
内部干渉であり
であり、宗教批判 落合美紅
世界の中で中国・韓国・北朝鮮だけが靖
国参拝に対して批判してます。これは完
全な内部干渉であり、宗教批判です。ま
た天皇陛下に堂々と御参拝して頂けるよ
うに私たち国民が責任持って活動してい
くべきです。頑張りましょう！

英霊に対する裏切
する裏切り
ご英霊に
裏切り行為 妹尾匡子
ご英霊の皆様は、ご自分の生活や将来の
夢などすべてを犠牲にして祖国のために
尊い命を捧げられました。命がけで国を
護ってくださったご英霊をお祭りするの
は国民の義務だと思います。
靖国にお祭りしますとの国の言葉を信じ
て戦地に赴かれた方にたいして、首相が
お参りに行けない異常な状態は、ご英霊
に対する裏切り行為だと思います。
ご英霊の皆様は、こんななさけない国の
ために犠牲になったのかと思われるに違
いありません。約束を守るためにも是非
とも安倍首相には靖国神社へお参りして
いただきたいと思います。

3

Ｍ情報（MASUKI
Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
情報デスク）活動報告

4
平成 27 年 9 月 25 日（16
日（168
168-2-4）

活動資金ご協力のお願い

しかし、何が悲しいと言っても、私達
【 新 書 紹 介 】
編 集 後 記
「先生、こんなんじゃないんです。使い
の為に命を犠牲にして南方に飛び立った
靖国神社のみたまに仕
M 情報は連合艦隊です。その旗艦が 英霊。その英霊を悪く言うこと。断腸、
古しの・・・・」
「良いんだ良いんだ、そ
靖国神社のみたまに
のみたまに仕えて
」。今回、百人の会 自分の手足をちぎられる思いです。福井
れを使ってくれ！」それを使えと言われ 「NPO 法人百人の会）
第八代靖国神社宮司 湯澤 貞
ても「ハイ！」と言うわけにはいかぬ。 の有志が執った作戦が「英霊を被告にし に住む私の老いた母など、「おかしな人
Ｍ情報では横断幕を作る。幅５メート
て委員会」
。早いもので、もう一年が経過 達」の存在をいくら説明しても理解でき
丁重にお礼を言って電話を切ったものの、
ル、縦１５０センチ。そこに４０センチ
その筆、そのまま我が家の家宝になって しました。何とか裁判の結末の目途が立 ません。それが普通の人。全て教育かな。
四方程度の文字を書く。「竹島返せ！」
ち、まあまあ作戦は成功したかな、と思
いる。
（増木）
と、改めて教育の重要性を感じておりま
などと。ペンキやアクリルカラーを使っ
い、ホッとしております。
す。とにもかくにもご支援感謝！ 増木
ご 注 文
て書くのですぐ筆がダメになる。大きな
定価
１５００円。左記メールアドレス
筆が欲しい。ところが大きい筆は高額だ。 にご注文頂くと、消費税・送料・郵便振
【ご支援等の口座】
郵便振替 ００９８０ ８ ２４５５４７ MASUKI 情報デスク
１０年ほど前に、書道家の方かどなた
替手数料を靖国会負担で、お届けします。
三菱東京UFJ銀行 千里中央支店 0044349 普通 増木重夫
か、使い古しの捨てるような筆がないか
左記アドレスに、タイトルに『靖国神社
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、
メルマガで公開支援を求めた。そうする
のみたまに仕えて』注文と、本文に氏名・
ビラ等の制作費・備品購入費等
と、湯澤先生から大変立派な、毛の長さ
住所・電話番号を記入して申し込むと、 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、私どもは子
○Ｍ情報がサポートしている主な団体
１０セ ンチほどの新品の筆が送られて
書籍と郵便振替用紙を送ります。
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
きた。筆の相場など全く分からないが、
【靖国会のメールアドレス】
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
少なくとも２千円や３千円では買えない
yasukunikai@gmail.com
金。今まで以上にがんばります。何卒資金
・憲法一条の会
ことくらいは私にもわかる。ひょすると
または 展転社 03-5314-9470 へ
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
先生の勘違い。
※ 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
○ カンパ金の主な使途は下記団体の、
てご協力ください。
・活動の資料等の発送費・道路、公園

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

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

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

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

