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『圧敗』、こんな言葉が日本語にある
のだろうか。でも圧敗は圧敗。
◎大阪府知事選
松井一郎（大阪維新） ２００万票
栗原貴子（自民・共産）１００万票
◎大阪市長選
吉村洋文（大阪維新）
６０万票
柳本顕 （自民・共産） ４０万票
◎西成区市会議員補選
岡田妥知（維新）
１７４００票
矢田幸之助（自民・共産）
１６２００票
山本一雄（偽維新）
５２００票
～～～～～～～～～～～～～～～～
おっと、忘れないうちに書いてお
こう。Ｍ情報は吉村新市長に『ニコ
コガンコ』とニックネームを命名し
ました！！ 氏は弁護士。絶対敵に
だけはしたくない人。怒らしたら橋
下さんより厄介カモよ！
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たり。腰を打って、イテテテテ。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 警察が来て大騒ぎ。
https://www.youtube.com/watch?
元々が彼らの街宣、ビラまき
v=OGfAOLksROI
は違法。そこで大阪維新の会
マスキ情報ᵄ（トップ頁上部右側）
女将、辻淳子議員が彼らの;違法
YOU-TUBE 動画倉庫ᵄH27-11-21
を党の指示に従いビデオ撮影。
a 動画を見ていただくのが一番わかり
「肖像
動画を見ていただくのが一番わかりや そうすると彼らは逆切れ。
すいのだが、Ｈ２７-１１-２１大阪Ｗ選 権」がどうのこうのと言って恫
挙最終日、午後７時頃、西成区南海電車 喝し辻先生を取り囲み絡み始
天下茶屋駅頭で、共産党主導の「オール めた。辻先生も負けてはいない。
大阪」の前で、彼らの柳本（自民）コー ・・・しかし彼女は基本的には
ルをバックに「共産党と手を組む自民党 セレブ。「おんどりゃあ～～」
と心では叫んでいただろうが口
は許せない」と大演説。
そもそもこの日、我々維新は駅の西口、 で怒鳴り返すわけにもいかない。
共産党は東口でそれぞれが粛々と応援演 辻淳子近衛兵を自認する私はそ
こに飛んで行き、「肖像権が大事
説とビラまき。
なら 家
で布団か
ぶって寝
とけ！
公道で顔
を晒して
街宣する
ことが肖
像権の放
棄やない
か。そも
そも違法
なビラ配
りしてお
きながら
何が『肖
像権』や
ねん。フ
ザケルナ
～～」と
相手に怒
鳴り返し
た。『肖
共産党約３０名のバックコーラスの前で大演説。暗くてピンボケが残念

これは共産党のチラシです。柳本氏は祖父の代から７０年自民党！
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「Ｍ情報」は連合艦隊です。その旗艦が「NPO 法人百人の会」。さしづめ「英霊を被告にして委員会」は魚雷艇、「一条の会」は空母かな。
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像権』のことは以前に徳永弁護士からレ 栗原さんは共産党ですか。と聞くと真顔
クチャーを受けていたので強気、強気！ で「ハイ！そうです。」と答える。柳本家
辻先生にはかなり暴言を吐いていた共産 は祖父の代から７０年間自民党の重鎮で
党だが、その３倍ほどでかい声で汚く罵 あり、顕氏はそのサラブレッド、大阪自
ったらスコスコと退散。弱いものに強く、 民党の顔。
私は維新と自民党、政策でガチンコ勝
強いものに弱い共産党。彼らと対峙した
ら絶対引かないこと。教養と品さえ捨て 負をしてほしかった。選挙前のマスコミ
れば絶対勝てる。そんな彼らのやり方が をはじめ大方の見方は、知事に松井氏、
頭に来たので、彼らの目の前で私は演説 これは楽勝だろう。しかし市長はこれは
を始めた。ポイントは「自民党は共産党 混戦、どちらが勝つにしろ僅差、５月１
７日の大阪都構想の賛否投票を彷彿させ
と手を組むな。」これだけは許せない。
３～４０分、私は地声を張り上げ演説。 るだろう、というものでした。私もそう
周囲や背後には３０人位のオレンジジャ 思っていました。ところが蓋を開ければ
大差。原因はひとえに、自民党の下品な
ンパー。「大阪には、ヤナギモトさ～～
選挙作戦。一つは共産党におんぶに抱っ
ん！」蚊のような声でやっている。
私がこの場所で演説を止めたら共産党 こであり、もう一つは品のない選挙。
大阪西成区は柳本氏の地盤。氏が市長
が代わって始める。そんなことは私の意
地が許さない。だから止めるにやめられ 選に出るため今までの市会議員を辞職。
ない。今日はいつ帰れるんやろ・・・・・ その補選が行われた。私は「血統書付き」
と言っていたが大阪維新公認の岡田氏。
トホホホ。ところが、7 時 55 分。彼ら
は１分で備品を撤収しさっと退散。労基 そして自民公認の矢田氏。さらに山本氏。
法でもあるのだろうか。訳が分からない。 私は橋下さんの真似をして「バッタモン」
「西成大阪維新」と名乗
私は「根性ないなー」などと言いながら、 と呼んでいたが、
内心はホッ！ しかし共産党をバックに り届けを出した。街にはいろいろうわさ
「自民党が金を出し、岡田
話すのもあまり気持ちのいいものではあ が飛び交った。
りませんね。後ろからブスッと。そんな さんの殺し屋を雇った。」「自民が岡田を
つぶすため○○万円準備した。」などと。
根性ないことはわかっていますが。
さて、今回の大阪のＷ選挙、総括する もちろん真偽のほどはわからないが、こ
と、自民党が勝手にこけた。自民党が悪 のようなうわさが流れることそのものが
魔と手を組むことなく、感情論ではなく 自民党の人徳の無さではなかろうか。全
政策で王道選挙をやったら結果は違って て共産党と組んだから。
今回の選挙でもう一人犠牲者がいる。
いたと思います。百人の会の事務局を預
かる身として、
「自民ＶＳ維新」でどちら 稲田朋美政調会長である。８割共産党の
かの方を持つことはタブー。百も承知し 大阪に選挙応援に入った。安倍自民党が
ています。大阪自民には多くの親友や大 党内バランスをとるため送り込んだこと
変世話になった議員等たくさんの知人が はよくわかる。当の稲田さん本人が一番
おられます。しかし、これだけ露骨に大 つらかったろう。でも来てほしくなかっ
阪自民党が共産党べったりになると、も た。汚れてほしくなかった。聞くところ
はや我慢の限界。私が維新べったりの選 によると、小泉進次郎氏は「共産党のい
挙をしたことも許して頂けると思います。 るところはイヤ」と言って大阪行きを断
駅頭で共産党がビラまきをしています。 ったらしい。とにもかくにも困った大阪
末端の党員だと思いますが、柳本さんや 自民党である。

え国に認めさせる
橋下市長の功績
橋下市長の
■ 街頭防犯カメラ 1700 台・LED 防犯
灯 1940 器を設置、
【橋下情報室】より
橋下市長の功績って凄いと思いません ■ 警察装備強化、青色防犯パトロール、
か！ 橋下さんは「公約の９割はやった。 ■ 府庁「青少年・地域安全室」の新設な
あとの１割ができなかった。」と言います。 ど、様々な治安対策を実施
マスコミは彼が実行した９割のことは触 ■ その結果大阪府の犯罪件数は平成 19
れず、やり残した１割だけを「できなか 年ᵄ22 年で２４％減少。全国の１７％を
った、できなかった言うのです。
」できな 上回る成果
かったことしか書かないマスコミに憤り ■ ひったくり件数ワーストを 35 年ぶり
に返上、
を感じます。
■ ピース大阪に展示されていた、朝鮮人 ■ 街頭犯罪件数ワーストも 11 年ぶりに
返上
強制連行の写真４枚撤去をさせた。
■ 上海万博の時、中国の無礼千万な態度 ■ 公共事業からの暴力団排除という独
自規定を盛り込んだ、
「大阪府暴力団排除
を厳しく批判し、中国に謝罪させた！
■ 職員給与・ボーナス・手当・福利厚生 条例」を制定
カット、退職金カット（全国初）ᵄ人件 ■ 弁護士の能力を生かし自ら草稿を書
いたナマポ対策の貧困ビジネス規制条例
費 1300 億円削減
■ 一般施策の経費見直し、建設事業費カ を制定（全国初）
■ 部落解放同盟に 40 年間無償貸与され
ットᵄ1100 億円削減
■ 大 阪 府 が 負 担 す る 借 金 の 残 高 を ていた「大阪人権センター」を解体。
3100 億円削減、太田やノックがやって ■ 各種同和予算の削減
■ 教員に君が代の起立斉唱を義務づけ
いた、赤字隠し手法を止めた
■ 天下り先の大阪府出資法人を４４ᵄ る条例を制定（全国初）。
■ ２７年度の教科書採択で、維新の強い
２８に削減、
■ 赤字垂れ流しハコモノ２８施設を廃 市町村は大阪市をはじめなぜか育鵬社
■ 朝鮮高級学校補助金を停止
止・見直し
■ 府の全ての公金支出と予算要求を HP ■ 公立学校に塾講師などを派遣し無料
補習授業。
で全面公開（全国初）、
■ 情報公開度ランキングで 28ᵄ１位に ■ 全国学力テスト小学校部門の大阪府
■ 府の監査に民間が参加できるように 順位は 41ᵄ31 位
■補足
してチェック機能が向上
■ 東京都と連携して民間企業と同じ複 橋下氏は大阪の借金を一年以内に黒字計
上にしました。借金が増えたと言われて
式簿記の会計制度を導入
るのは、霞ヶ関が無理矢理、大阪に無駄
■ 知事交際費を廃止（全国初）
■ 関空と伊丹空港の経営統合を国交省 な箱物（天下り先）を作らされるからで
す。天下り先を作らないと、
【地方交付税
に認めさせた
■ 国交省の「大戸川ダム」計画を建設中 上げないぞ！】と脅し、無理矢理借金を
させるからです。大阪の借金の多くは、
止に追い込む。
■ 国交省の計画が知事の意見で凍結さ 霞ヶ関＝官僚どもの無駄な箱物作りと維
持の為に、際限なく使われていると言っ
れたのは全国初
■ 国の直轄事業負担金制度見直しを訴 ても過言でありません。
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さて、昨日の産経新聞のコラム「産経
慰安婦問題と嫌韓ヘイト 抄」は、夕刊フジが報じた朴裕河教授の
在宅起訴のことに触れていました。コラ
スピーチの関係について ムは、拓殖大学の呉善花教授に対する言
論弾圧のことから説き起こされていまし
弁護士 徳永信一
た。
H27-11-25
「拓殖大の呉善花教授は、平成９年、故
郷である韓国・済州島の実家や親類の家
徳永です。
が、公安に一斉に家宅捜索されるという
理不尽を経験した。日本での慰安婦問題
慰安婦問題と嫌韓ヘイトスピーチの関係
のバネルディスカッションで、こう語っ
について論じておきます。
たことが理由だった。
『貧困家庭の親が娘
を売ったという話は少しは聞いたが、強
ついこの前まで韓流ブームだったこと 制連行の話などなかった」
。済州島といえ
が嘘のように、今、嫌韓の雰囲気が蔓延 ば、吉田清治と名乗る詐話師が、大々的
している。これまではネットにおいての に女性狩りを行い、慰安婦にしたと証言
み紹介されてきた韓国の反日ヘイトが、 した現場である。そこで生まれ育った呉
新聞やテレビでも報道されるようになっ 氏が、強制連行を聞いたこともないとい
たことが大きい。そして、そのことは、 う事実は、よほど韓国にとって不都合だ
李明白大統領の竹島上陸を嚆矢に、朴槿 ったのだろう。
恵大統領の反日路線-千年被害者発言、告 ▲韓国の性搾取問題の研究者、金貴玉氏
げ口外交、慰安婦先決姿勢等--によって はかつて韓国陸軍本部の公文書から、朝
その史実を無視した怨念史観外交によっ 鮮戦争当時の韓国軍が、慰安婦を『第 5
て嫌でも日本人の知るところになった。 種補給品』として支給していた記録を
理不尽な憎悪を向けられたら、さすがの 発掘した。金氏は、朴正煕政権による米
お人好しの日本人でも不愉快になる。
軍慰安婦の管理政策に関する研究結果も
そして内政問題の矛盾を転嫁するため 発表したが、韓国政府は関連資料を禁書
に歴史認識を日本調略の武器として採用 化するなどして周知を阻んでいる。
した習均平政権に取り込まれ、抗日軍事 ▲ソウル東部地検は 18 日、新著の学術
パレードに習均平の隣に並ぶに及んで決 研究書で慰安婦は日本固有の制度ではな
定的となった。日本の嫌韓の雰囲気は、 いと指摘し、朝鮮半島での強制連行を否
そうした「憎悪と敵意の連鎖」から生ま 定した世宗大の朴裕河教授を名誉毀損で
れたものだ。それを「右傾化」と呼ぶの 在宅起訴した。地検側は「秩序の維持な
はいいが、その原因についてきちんとし どのためには言論の自由や学問の自由は
た分析がなされてしかるべきだ。ネット 制限される」と主張する。(中略)。
とアイデンティティがキーワードであり、 ▲韓国メディアが対日批判の際に好んで
そこには「イスラム国」問題と共通の根
引用するワイツゼッカー元独大統領の演
っ こ が あ る と い う の が 私 の 見 立 て で 説は、こう説く。
『過去に目を閉ざす者は
す。
結局のところ現在にも盲目となる』。むし

ろ、韓国の姿勢にこそぴたりと当てはま したとのぼせるヘイトスピーカーの若者
達に向けないのか。甚だ疑問である。彼
りそうである。」
私は、ここ数年、世間からモンスター らは、慰安婦狩りという言語道断の非人
扱いされて糾弾されている嫌韓団体のヘ 道的行為を行っ日本人の子孫として、ネ
イトスピーチ問題に関わる刑事・民事の ットのなかで糾弾を受けてきたことの理
訴訟に携わり、この問題には若干詳しい 不尽に怒っているのだという事実に
つもりでいる。そして「嫌韓」という現 何故目を向けないのか。
イスラム国等によるテロが糾弾される
象の発生は、第１に、日韓ワールドカッ
プにおける韓国の反日が日本のマスコミ べきことは当然であり、それと同じく在
において一切報道されなかったことに違 特会等の行き過ぎたヘイトスピーチ（例
和感を覚えた若者たちが出発点となって えば、朝鮮学校襲撃事件)が、問答無用で
いること、第２に、韓国人の反日言論の 糾弾されるべきは、そうなのであろう。
中核を形成していた「慰安婦問題」を勉 それでよいのだ。しかし、負の連鎖をな
強して、その真実が朝日新聞などが主張 くそうとするならば、その根源にある
していたものと全く違っていたことから、 問題－反日の具としての慰安婦問題と強
自分達が、戦後民主主義を代表する朝日 制連行の不在－に目を閉ざせば、結局、
新聞による「洗脳」の被害者であったこ 「憎悪の連鎖」を煽るだけであって、問
とに気づいて覚醒するという体験を経て 題状況は、なにも解決されない。
いることを基礎としていることを知った。 まずは、組織的な強制連行の事実がな
ヘイトスピーチを歓迎するわけでも容 かったという歴史の「真実」を明らかに
認するわけでもないが、その経緯を正し し、そのことを国際社会に訴え、日本に
く知るのでなく、その表現の表層に漂う 対する歴史的な誤解を解いていくこと。
民族差別だけをみて、糾弾する姿勢をと そのことだけが、
「憎悪の連鎖」を説く方
れば、結局、
「覚醒」したと自覚するもの 法だと考えている。
当時も現在も慰安婦問題は、反日のツ
たちの反撥を生むだけであると考えてい
ールであり、韓国人にとって、強制連行
る。
フランスで発生したテロ問題について、 が真実かどうかは、もはや関心事ではな
テレビのコメンテーター達が、憎悪の連 く、どうやって植民地支配に無反省な日
環を断ち切るために、武力ではなく対話 本人を叩いて跪かせるかに関心が集中し、
をすべきだと主張するのを聞いていて、 米国やカナダ・豪州における慰安婦像建
胸糞が悪くなった。
「こいつら」は、ヘイ 立の動きは、その発露である。韓国人Ｎ
トスピーチが社会問題となってから、彼 ＰＯだけでなく、中国系ＮＰＯがバック
らに対して、そのような視線を送ったこ につき、全面的な援助をはじめたことが、
その動きを本格化させた。そこには、中
とがあったであろうか。
これまで西洋社会において反知性的で 国の反日国際謀略がある。大槻さん、さ
遅れた宗教として貶められてきた若者た すがの貴殿も、このことは否定しないだ
ちが、イスラム教の真実と自らのアイデ ろ？
今は、その企てを挫くべく、非力なり
ンティテーに目覚めて「覚醒」して戦士
となり、テロリストとなっていく「憎悪 とも、歴史的「真実」を旗印に掲げ、日
の連鎖」を断ち切るのに「対話」が必要 本の冤罪を晴らすべく、全力を投入して
闘うほかはない。
だというきれいごとを述べるのであれ
ば、それと同じ視線をなぜ、国内で覚醒 私が、今年２月、グレンデールにおける
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慰安婦像の建立による在米日本人が蒙っ
ている屈辱の日常の被害を、朝日新聞の
誤報に基づく不法行為であるとしてグレ
ンデール市近郊の住民が原告となって朝
日新聞を訴える裁判に携わるようになっ
たのは、そういう文脈のなかにある。

靖国の静穏を祈願
英霊を被告にして委員会 代表
京都北山の神主
中村重行

H27-11-23
報道によりますと、本日午前、幾多の
英霊が眠る靖国神社のトイレで時限爆弾
が爆発したようです。たまたま、爆発し
たとき人がいなかったのでしょう、人的
被害はなかったみたいです。しかし、一
つ間違うと死人が出るわけですから無差
別殺人といわざるをえません。
私たちはこの愚行に強い怒りをおぼえ
ます。
言うまでもなく靖国神社は我々日本人
の魂であり、心であります。靖国に眠る
何万柱の英霊におかれましてはさぞかし
驚かれたでしょう。犯人と同じ現代を生
きる我々として、断腸のお詫び申しあげ
るしだいです。平和の象徴である靖国神
社が一日でも早く静穏を取り戻せるよう
祈願致します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～
防犯カメラに顔が映っているとか、アマ
チュアテロ！ 靖国神社で遊ぶな。増木
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
京都北山の神主、中村重行ブログより
http://blog.goo.ne.jp/hosononoomiyasan
やってくれましたね！ 新嘗祭の靖国
神社でテロモドキを。
神に感謝のこの日を「勤労感謝の日」
などと名付けた事自体が本末転倒。天孫

降臨の時に三種の神器と一緒に天照大神 り合いました。
「あなたのような若い人が 述べさせていただきます。
から「これで國民を養え」と授かった稲 海道東征を 知っているとは！」
世界の自由・正義・平和の建設を目指
穂の収穫を神に感謝する日。
とずいぶん驚いておられました。私が楽 し た 国 連 憲 章 の 基 礎 ・ 基 本 （ ＝
天皇陛下もこの日自らお手植えされた 譜やＣＤを差し上げたら、ずいぶん喜ん foundation）に据えられているものは、
稲穂を神に供えて、自らも食される、大 でおられたものです。その方は今年春亡 夫々の自由民主主義国家の国民の基本的
切な日です。
大義（＝fundamental human rights
くなりました。
周辺敵国にそそのかされたか？ バカ
そもそも「海道東征」は信時潔氏が皇 「基本的人権」は 1945 年当時意味不明
な反日キチガイが何を血迷ったか？ 靖 紀２６００年を記念して書いたオラトリ のまま外務省が直訳したもの）という道
国神社の便所を爆破（まねごと）をしで オで「交声曲」と呼ばれています（私は 徳であります。締約国はこの国民の大義
かしました。マスゴミは早速、
「テロか！」 「交響曲」と呼びます）
。神武天皇の東征 を実現するために法律で保障するものと
など大騒ぎしています。こんなもんを「テ と即位（建国）を歌い上げたものです。 しています。従って教育基本法に基づく
ロ」とは呼ばない。
（こんなテロモドキ？ 歌詞は北原白秋先生による格調の高いも 教育も、国民の大義（＝道徳）を帯した
テロあそび？でも警察の訓練には少しは の。また、信時氏は山田耕筰と並ぶ大作 自由民主主義国家の国民を育成するため
役に立ったでしょうが）
曲家で「海ゆかば」などで有名です。
「し に行われると同法第 1 条に規定されてい
前南朝鮮大統領李ミョンバクが竹島に んとき」ではなく「のぶ とき」と読みま ます。
上陸したり天皇陛下を侮辱発言した時と す。この曲の楽譜はお孫さんの田所裕子
社会権規約、自由権規約の両規約は基
同じように日本国民の反韓感情を盛り上 さんから入手しました。
本的大義を「recognition of the
げる効果ぐらいはありますが。
フィンランドにフィンランディアあり。 inherent dignity and of the equal
同じやるなら国会議事堂ぐらい爆破し 英国に威風堂々あり。チェコにモルダウ and inalienable rights of all members
たらどうだ！ と思うのは私だけか？
あり。しかし、日本にそんな歌があるで of the human family（＝individuals）
（不謹慎ですね）
しょうか？ 祖国への思いを込めて歌え
（ is the foundation of freedom,
わが国では宗教施設に対する破壊も単 る歌がᵁᵁ。海道東征こそ、私たちに日 justice and peace in the world,）」
なる器物破損（今回のように爆発物を使 本人としての誇りを取り戻してくれる芸 と規定しています。これを外務省訳は「人
ったと言う事は別にして）ぐらいしか罰 術ではないでしょうか。
間社会の全ての構成員の固有の尊厳及び
せられません。宗教施設に対する破壊は
平等且つ奪いえない権利を認めること」
昔の尊属殺人罪のように宗教を問わずに
と直訳し意味不明文としています。
滅び行く国際条約の中の道徳
重罪にするように法律を改めるべきだと
私はこれを「締約国が認定した家族や
先生、日本ってすごいね
日本ってすごいね」
「先生、
ってすごいね」を読んで
思います。
（ついでに尊属殺人罪も復活す
共同体の全ての人々（＝日本国民）が歴
れば少しは尊属殺人が減るのでは無い
史的に培った尊い習俗（生き様・多神教、
横浜の教育を考える会 湯澤甲雄
か？）
敬神、信仏、崇祖、伝統文化、法律等）
H27-10-22
と固い絆で結ばれた慈愛の心」と理解し
ます。習俗を最高に貴ぶという道徳です。
このような基本的大義を実現させるべ
く、締約国に対してあらゆる法的措置を
講じて尊重し保障することを両規約は求
めています。日本国憲法は第 11 条にお
いて「国民の基本的大義を永久に保障す
る」と至高のものとする、換言すると、
これを国家の体質即ち国体であり、国民
の主権としたのです。奉仕者たる公務員
に対して命がけで国民の基本的大義に奉
仕することを求める条文を設けています。

「海道東征」の関西再演 「先生、日本ってすごいね」（著者・服部
剛、発行所・高木書房）を読ませていた
を聴いて
だきました。大変感動しました。有難う
11-23
堺市 河内敬子
ございました。
読んでいるうちに彷彿として思い出さ
れた私の 85 年の人生で遭遇したいろん
きょうは感動しました！
「海道東征」の関西再演を聴いたのです。 な事柄と道徳授業実践報告が重なり、先
オーケストラでの関西初演は昭和１９年。 生の道徳授業の素晴らしさを実感した次
朝比奈先生の指揮でした。その時コーラ 第です。
さて、ここでは、
「滅び行く国際条約の
スで歌った方（お婆さん）が健在で陵東
館（老人ホーム）におられ、数年前に知 中の道徳について」読後感想の代わりに
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（こまでは、日本人の生き様は、先生の
実践報告 219 頁にある「日本ミツバチ」
の習性・生き様に共通します。）
しかし敗戦国に主権は認められないの
で憲法に基本的大義という言葉を使うも
その中身に関する条文をもうけず、空白
にしたのです。
（巣箱から追い出されて巣
箱の無い「日本ミツバチ」にされました。）
その形骸化された基本的大義に、左翼勢
力が「個人の自由と権利」条文（第 12
条と第 13 条から 40 条に至る条文）を
挿入する憲法解釈を占拠することによっ
て「個人の権利の尊重」という「虚の概
念」を創設して、国民を全体主義・共産
主義に傾斜する憲法に変化させているの
です。（「日本ミツバチ」の習性・生き様
改造の巣箱です。）
昭和 54 年、両規約締結により、基本
的大義を大黒柱とした自由民主主義憲法
を完成させる法的枠組みを示した設計図
を入手しましたが、政権政党はそれをお
蔵入りして何もしません。
（この結果「日
本ミツバチ」の 20％位が、改造巣箱に移
っているとみられます。）
平成 18 年教育基本法に第 17 条を設
けて、
「虚の概念」に法的地位を付与する
法律ができました。平成 26 年 6 月地方
教育行政の組織及び運営に関する法律に
第 1 条の 3（大綱の策定）を設けること
によって、左翼勢力は「教育振興基本計
画」
（閣議決定）を梃にして、全国の県知
事の権限を利用して一気に「虚の概念」
（「自立、協働、創造に向けた一人一人の
主体的な学び」）の確立即ち革命の完成を
狙っています。知事は、法律を以て基本
的大義や道徳を滅ぼす革命の尖兵に仕立
てられています。
（巣箱を追い出されて 70 年流浪の民の
状態にある「日本ミツバチ」の全部が、
有無なく「虚の概念」の巣箱に押し込め
られる状況にあります。）
両規約は前文末尾において「Realizing

that the individual, having duties to
翌日、ホテルを出発して、宜野湾市に
空港からホテルの集合場所に行き、受
other individuals and to the
付を済ませて自衛隊のバスに乗り込みま ある嘉数高台公園の展望台から米軍普天
community to which he belongs, is
した。その日の研修は、那覇基地でした。 間基地を見学しました。その後、セキュ
under a responsibility to strive for
航空自衛隊那覇基地は、那覇市の中心か リティの厳しい基地内へ入り説明を受け
the promotion and observance of
ら南西約 5 ㎞に位置し、南西防衛区域に ました。普天間飛行場は、日本の沖縄県
the rights recognized in the present おける唯一の航空基地として重要な役割 宜野湾市にある在日米軍海兵隊の飛行場。
Covenant,」と規定しています。
を果たしています。
基地の面積は、約 212 通称普天間基地。2,700m の滑走路を持
これを外務省は、
「個人は、他人に対し 万㎡あり、航空自衛隊の 15 個の部隊等 ち、嘉手納基地と並んで沖縄におけるア
及びその属する社会に対して義務を負う のほか、陸上自衛隊第 15 ヘリ コプター メリカ軍の拠点となっています。周りに
こと並びにこの規約において認められる 隊及び海上自衛隊第 5 航空群が混在する 住宅があることから、 世界一危険な基地
と 言われています。と言っても運用開始
権利の増進及び擁護のために努力する責 特色のある基地です。
任を有することを認識すること」と翻訳
ホテルに戻って、第 50 回九州・沖縄 の 1945 年当時は現在のようには集落は
しています。
地区防衛協会連絡協議会「沖縄大会」の 密集しておらず、普天間基地の運用開始
私はこれを「個人は、常に他人の家族 式典に先立ってジャーナリストの櫻井よ 後に段々と密集していきました。普天間
「この国の行 基地の移設の話が持ち上がったのは、米
の人々や自分が属する共同体（＝日本国 しこ氏の講演を聞きました。
家）に対して尽くさなければならない責 方ᴿ日本のあるべき姿ᴿ」と題して、今 軍兵士の問題行動や事故・騒音問題のた
務を負っているばかりでなく、日本国民 の日本を取り巻く世界情勢や沖縄の現状、 めで、飛行場の移設先として、名護市の
の基本的大義を増進及び擁護するための 国の安全保障体制などについてお話し下 辺野古が決定しました。完全に新しく基
「日本が他国から守るために 地を造るのではなく、すでにある米海兵
責任を負っていることを覚悟すること」 さいました。
は抑止力として平和安全法制関連 2 法の 隊キャンプ・シュワブを拡張します。実
と、理解します。
両規約のこの規定は、ノーベル賞受賞 成立は喜ばしいことです。戦後 70 年の 際現地に行ってみて大半の沖縄の住民は
者大村智氏の母親の言葉と同じです。し 節目に今こそ日本国憲法を改正すること 移設を歓迎していて、報道にあるような
反対運動は一坪地主や本土から来た一部
かし、この伝統的道徳の良俗も、
「虚の概 が必要です」と。
念」の普及によって、消え去っていくこ
終了後、琉球新報・沖縄タイムスを正 の人たちのようでした。それを地元の新
とでしょう。
す県民・国民の会の代表運営委員長をし 聞が偏向して記事を書くことが問題だと
ている名護市の我那覇真子さんと話す時 も同行した防衛協会の方がおっしゃって
間があり、国連での勇気ある発言に敬意 いました。
沖縄研修日記
沖縄での研修を終え、そのまま飛行機
を示させていただきました。沖縄県の翁
和歌山防衛協会青年部会
柳岡克子
で熊本に行きました。翌日 23 日、九州
長雄志知事は、スイス・ジュネーブの国
H27-11-10
連人権理事会で演説し、米軍普天間飛行 各県神社庁連合会主催の講演会で百田尚
場の名護市辺野古への移設で「人権侵害 樹氏の「ただしい歴史認識を継承するに
沖縄から平和
沖縄から
から平和を
平和を祈る
が行われている」と訴えました。我那覇 は」というお話を聞きました。探偵ナイ
普天間基地を見学して
見学して～
～普天間基地を
して～
さんは、「人権侵害発言は真実ではない。 トスクープの放送作家を長年していてあ
10 月 21 日、沖縄へ行ってきました。 沖縄が日本の他の地域と同様に人権が守 る時、新しい事にチャレンジしたいとい
1 か月以上前から初めて自分でインター
う気持ちになり 50 歳で作家デビューし
られている。プロパガンダを信じないで
ネットで航空券を予約して、御坊駅から ください」と呼びかけたのです。
「沖縄が た話や「永遠の 0」を書くきっかけやマ
関空へ行き、一人で飛行機に乗って沖縄 先住民の土地だと主張することで沖縄を スコミ批判などおもしろおかしく話して
へ行きました。今までは、団体だったり、 独立に導こうとする人たち、それを支持 くれました。その後日本女性の会熊本県
チケットを取ってもらったりしましたが、 する中国こそが地域の平和と安定を脅か 支部の皆さんと会食をし憲法改正に向か
今回何もかも一人でできました。といっ し、人権への脅威だ」と。26 歳という若 っての取り組みを聞きました。
ても車いすのお世話など大勢の方に助け さで、しっかりとした自分の考えを持っ
られましたが。
ておられ素敵なな女性でした。
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南京大虐殺の証拠ないと
証拠ないと対外発信
「南京大虐殺の
ないと対外発信 る。２６日には東京都内のホテルで森元
歴史捏造を正す国民会議」
国民会議」が集会 首相や大島衆院議長ら文相、文科相経験
を」「歴史捏造を
11 月 29 日(日) 産経新聞
者と会談し、教職員定数削減への反対に
理解を求めた。馳氏は近く安倍首相に決
議文を渡し、直談判する構えだ。
～～～～～～～～～～～～～～～～～
これはおかしい。子供が減るのだから
教員数は減らすべき。教員一人当たりの
生徒数を減らしても、「いじめ」は絶対
なくならない。いじめはそんな単純なも
のではなく、生物学的なレベルで考える
べきもの。いじめを教員数で考えるのは
いじめの本質、「原因」を理解していな

「南京大虐殺」の歴史捏造を正す国民大
集会で講演する渡部昇一氏＝２８日、東
京都千代田区（荻窪佳撮影）（写真：産
経新聞）
中国が申請した「南京大虐殺文書」が
国連教育科学文化機関（ユネスコ）記憶
遺産に登録されたことを受け、有識者ら
でつくる「『南京大虐殺』の歴史捏造 （ね
つぞう）を正す国民会議」は２８日、東

アン 100 人に聞き取りをしたところ、
49 人がヘイトスピーチを見聞きしたと
答えた。
～～～～～～～～～～～～～～～～～
ヘイトスピーチは法規制になじむのだ
ろうか。ちょっと無理があるような気が
する。そもそもヘイトスピーチはその人
の品性の問題。日本人の体質に人種差別
などない。一部の尖鋭者が面白おかしく
突っ走った、変な方向に行ってしまった。
そういう下品な人こそ村八分にしたらい
い。ヘイトスピーチは必ず「差別をなく
そう」という話になる。法的にどうであ
ろうが左派に人権運動の口実を与える。
その責任をどう考える。 増木

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

部隊の被害者遺族が
被害者遺族が日本ビザ
日本ビザ
731 部隊の
京都内で集会を開いた。参加者からは、 い人の発想だ。
増木
発給を拒否される
拒否される＝
「爆買いする
発給を
される＝「爆買
爆買いする人
いする人
虐殺の証拠が存在しないことを政府が対
はそれでも行くのか？」
くのか？」「日本
「日本はお
はそれでも行
日本はお
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
外発信するよう求める声が相次い だ。
とす人だけを歓迎
だけを歓迎する
歓迎する」
する」ᴿ中
ヘイトスピーチ見えぬ法規制
えぬ法規制、
ヘイトスピーチ見
法規制、与野 金を落とす人
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
差別」を判断する
判断する？
党対立 誰が「差別」
する？ 国ネット
11 月 28 日(土) Record China
教職員削減に反対、
反対、文科相自ら
文科相自ら異例 11 月 28 日(土) 西日本新聞
教職員削減に
決議文」
の「決議文」

27 日、中国メディアの環球時報は、旧
特定の人種や民族に対する差別をあお
11 月 28 日(土) 読売新聞
るヘイトスピーチを禁じる議員立法「人 日本軍の 731 部隊による細菌戦の被害
馳文部科学相が来年度予算編成を巡り、 種差別撤廃施策推進法案」が宙に浮いて 者遺族ら 12 人が、日本ビザの発給を拒
教職員定数の削減に反対する異例の決議 いる。国連は日本政府に法整備を求めて 否されたと伝えた。これに対して中国の
文を作成し、文科相経験者らに賛同を求 いるが、ヘイトスピーチの「規制」と「表 ネットユーザーからさまざまなコメント
現の自由」をめぐって与野党の意見が折 が寄せられた。写真は日本ビザ。
めている。
麻生財務相の諮問機関「財政制度等審 り合わず、成立の見通しは立っていない。 2015 年 11 月 27 日、中国メディアの
議会」は、公立小中学校などの教職員約 「ヘイトスピーチは単なる暴言ではない。 環球時報は、日本メディアの報道を引用
６９万３５００人について、少子化の進 人の尊厳を傷つけ、人生をゆがめてしま し、旧日本軍の 731 部隊による細菌戦の
展に伴い、２０２４年度までに３万７０ うことさえある」。大阪市の NPO 法人「多 被害者遺族ら 12 人が、日本ビザの発給
００人減らせると試算した。財務省はこ 民族共生人権教育センター」の文公輝理 を拒否されたと伝えた。
れに基づき、来年度から教職員定数を減 事は、ヘイトスピーチを禁じる法律の早
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
期成立を求めている。
らすよう文科省に求めている。
被害者名、
保護者に公表＝
公表＝いじめ
者名、保護者に
日本最大級のコリアンタウンがある大 被害者名
これに対し馳氏は決議文の原案で「教
アンケートで基準ᴿ
基準ᴿ大津市教委
育、科学技術に非常ベルが鳴り響いてい 阪市生野区では、デモ隊が大音声で「朝 アンケートで基準
る」などと反発。いじめや不登校などの 鮮人は出て行け」などと叫ぶヘイトスピ 11 月 27 日(金) 時事通信
問題に対応するには、むしろ教員定数の ーチが起きている。人権教育センターが
大津市教育委員会は 27 日までに、い
増加など「改善」が必要だと主張してい 昨年 9 月から今年 1 月、区内の在日コリ

じめで子供の心身に重大な被害が出た場
合などに学校が実施するアンケート調査
について、結果を保護者に公表する基準
を策定した。
いじめなどの内容に加え、加害者の氏
名も伝えるとする内容で、文部科学省は
「独自に基準を定め、加害者氏名を伝え
るよう明記したケースは聞いたことがな
い」としている。
大津市では 2011 年、いじめを受けた
市立中学 2 年の男子生徒＝当時（13）＝
が自殺。遺族が起こした訴訟では、アン
ケート結果の大半を公開しなかった市教
委の対応が違法と判断された。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Record China 11 月 27 日(金)

韓国文化庁、世界記憶遺産申請から
世界記憶遺産申請から
韓国文化庁、
日本による強制動員被害
「日本による
による強制動員被害」
強制動員被害」を除外
韓国ネット「日本政府に
日本政府に気を遣っ
＝韓国ネット
「客観的証拠が
た？」「客観的証拠
客観的証拠が足りないのだ
ろう」
ろう」

26 日、韓国文化財庁は来年 3 月にユ
ネスコ記憶遺産への登録を申請する記録
物として「朝鮮王室の御宝と御冊」と「国
債報償運動記録物」を選定すると明らか
にした。
今年 7 月に日本が端島（軍艦島）炭鉱
など、朝鮮人が徴用されたとされる産業
施設を世界文化遺産に登録させたことを
受け、韓国では対抗措置として「強制動
員 被害記録」が登録申請されるとの見方
が強まっていた。そのため、今回の決定
について、「ユネスコの世界遺産をめぐ
る日中韓の歴史戦争が白熱する中、韓国
政 府はあまりに安易な対応をした」など
と批判する声や、
「日帝強占期に関して、
学界の体系的な研究が進んでいないので
は？」と指摘する声が出ている。

これについて、韓国のネットユーザーは
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時事通信

韓国が慰安婦問題で攻勢を強める中、
元朝鮮総督府官吏の西川清さん（１００）
＝和歌山県田辺市＝が取材に応じ、「強
制的に女性を集めることはなかった」 と
慰安婦募集の強制性を明確に否定した。
昨年、朝日新聞が慰安婦記事の一部誤報
を認めたものの、「日本軍による強制連
行」の象徴として海外都市に慰安婦の 少
女像が設置され、誤った史実として広が
っている。“生き証人”の証言は、「慰

安婦狩り」が創作だったことを改めて示
す突破口になるか。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

自民、ＧＨＱなどの
ＧＨＱなどの歴史議論組織発
自民、
などの歴史議論組織発
谷垣氏がトップ
足へ 谷垣氏がトップ

2015 年 11 月 12 日
朝日
自民党は日清戦争から東京裁判、ＧＨ
札幌市内の私立中学校の１年の男子生
徒（１２）が入学直後から半年間にわた Ｑ（連合国軍総司令部）の占領政策など
って複数のクラスメートからいじめを受 を議論する安倍晋三総裁（首相）直属の
け、退学したことがわかった。同校もい 新組織を今月中に発足させる。東京裁判
じめを認め、いじめ防止対策推進法の「重 について、批判的だった稲田朋美政調会
大事態」として北海道庁に近く報告する 長が新組織を主導してきたが、中韓や米
としている。
国との摩擦を避けるため、トップに谷垣
同校や被害生徒の母親（５０）による 禎一幹事長をあて、「歴史修正主義」と
と、生徒は今年４月に入学し、その直後 の批判を避ける狙いがある。
から同じクラスの男女の生徒数人から繰
新組織ではさまざまな立場の有識者を
り返しいじめを受けるようになった。殴 講師に招く。また、提言などの形でまと
られたり蹴られたりするなどの暴力に加 めることは、関係国との外交摩擦を避け
え、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」で、
「こ・ るためにやめる。谷垣氏は周囲に「検証
ろ・す・ぞ」などのメッセージが送られ というより、若手議員に歴史を勉強させ
る」と話しているという。
てきたという。
稲田氏は以前から、東京裁判は否定し
被害生徒は９月中旬、登校できなくな
り、母親にいじめを明かした。母親から ないとしつつ、「（東京裁判の）判決主
相談された同校は加害生徒らへの聞き取 文を受け入れたのであって、判決理由に
りなどを進めいじめがあったと判断した。 ある２０万人の南京大虐殺など、いろん
な事実を受け入れる必要は全くない。思
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
考停止になって、事実を総括できないの
なかった」 “１００ は問題だ。日本人による検証が必要だ」
慰安婦強制「なかった」
などと強調。東京裁判を検証する組織の
歳生き証人”
証人”ねじ曲
ねじ曲げに憤
げに憤り
歳生き
11 月 17 日(火) 産経新聞
設置を訴えてきた。
しかし、こうした動きは中国や韓国だ
けでなく、戦勝国である米国からも、「歴
史修正主義」といった批判を招く恐れが
あり、党内から慎重論が出ていた。首相
が出した戦後７０年の談話を参考に、議
論する起点を日清、日露戦争にまでさか
のぼることで、東京裁判やＧＨＱの占領
政策に焦点があたるのを避けたとみられ
る。トップも谷垣氏にすることで、「組
織を『右寄り』に見せない」（首相側近
の議員）狙いもある。

さまざまなコメントを寄せている。
るため学テの学校別結果を内申点に利用
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「情けない」
する方針を決めていた。しかし、24 日に ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「韓国政府は日本政府に気を遣ったのだ 文部科学省から、来年度の学テ要領に入 「ころすぞ」
ろすぞ」悪質いじめ
悪質いじめ 札幌の
札幌の私
ろう」
試利用の禁止を明記するとの指摘を受け、 立中、
立中、被害生徒が
被害生徒が退学
「大統領が親日なのだから、仕方ないの 府教委は学テの利用を 16 年春の入試限 2015 年 11 月 15 日
朝日
では？」
りとすることを決めていた。【関連記事】
「韓国政府は植民地の歴史を消し去りた
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
くて、教科書の国定化を進めている。そ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
れなのに、強制動員の記録を世界遺産へ 学校に
学校に促され登校
され登校、
登校、再びいじめに
登録するわけない」
群馬
太田の中１女子
群馬・
・太田の
「選定されないように、わざと適当な資
11 月 27 日(金) 朝日新聞デジタル
料を作成して申請したのでは？」
「親日が掌握する国だよ？安易な対応で
群馬県太田市の公立中学校で、いじめ
はなく、当然の対応をしただけ。次の選 を理由に不登校になっていた１年の女子
挙ではしっかりと考えてから投票しよう。 生徒（１２）が、学校に促され１１月に
このままでは、一生懸命守ってきた国を、 登校した際、再びいじめに遭い、現在不
また日本に奪われてしまう」
登校になっていることが、学校などへの
「世界遺産に登録できるだけの客観的な 取材でわかった。保護者によると生徒は
証拠がないのだろう」（翻訳・編集/堂本） 精神的なショックを訴え、たびたび過呼
吸などの症状が出ているという。学校側
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
はいじめが不登校の原因と認め、「深刻
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
な事態という認識が甘かった。対応の方
向性が誤っていた」などとして２５日に
校長と担任が生徒宅を訪れ謝罪した。
11 月 27 日(金)

独自テスト＝
中３に独自テスト
テスト＝学テ利用断念
でᴿ大阪府教委

大阪府教育委員会は 27 日、2016 年
学校や保護者によると、不登校の女子
度から府内の公立中学 3 年生全員を対象 生徒は今春、入学直後から同じクラスの
とした府独自の統一テストを導入するこ 女子生徒から仲間外れにされたり、消し
とを決めた。
ゴムのかすを拾わされたりしたという。
学校ごとの結果を高校入試の内申点評 学校は１学期に保護者から相談を受けた
価に利用する。17 年春以降の高校入試で が、生徒同士のトラブルと捉え、被害を
全国学力・学習状況調査（学テ）の利用 受け、たびたび休む生徒に「頑張って学
を断念したことを受けての措置。
校へ来よう」と声をかけた。
統一テストは 5 教科（国数英社理）で、
6 月下旬に実施し、中学 2 年までの学習
しかし、女子生徒は夏休みは部活に出
事項を基本とした出題範囲とする。中 2 られないようになり、９月は登校したも
までの内申点の平均と中 3 で行う統一
のの、１０月の席替えで女子生徒をいじ
テストの学校別結果を比較し、内申点が めていたとされる生徒らが後ろの席に並
高過ぎたり低過ぎたりした場合は是正を ぶことになり、女子生徒は数日間通った
求める。学校ごとの評価にばらつきが出 だけで登校できなくなったという。学校
ないよう、統一の指標とすることが狙 い。 側は「何らかのいじめが継続していた可
府教委は、絶対評価の公平性を担保す 能性もある」としている。

7
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活動資金ご協力のお願い

さて、翌２３日、以前から三輪会長と 広場着。あいにくの曇天。好天だと今わ キセットのケーキがバカでかい。
百人の会動画最低
会動画最低記録達成
百人の
最低記録達成
さて、会長と私の大合唱をユーチュー
約束しておいた淡路島南端、若人の広場 たってきた鳴門大橋などが一望できる。
ブにアップしたのだが、今日現在（１１
に案内した。戦没学徒の慰霊碑があるの 仕方がないなー。
さて慰霊。百人の会のしきたりでまず 月２９日）、視聴数が２２回。確かに「そ
だ。私は数回行っているし、百人の会と
日本世論 の会会長三輪和雄氏 しても丁度２月前の９月２３日に慰霊し 国歌斉唱。会長と私二人で大合唱。ナオ んなものだれが見たいか」という各位の
日本世論の
不肖増木、淡路島で
淡路島で『海ゆ ている。私は三輪、村田両氏（村田氏は さん（嫁）がピアニカで伴奏。続いて海 気持ちは理解できるが・・最低記録を・・。
と、不肖増木、
今回のミニ旅行。あくまで、食べ歩き
何れまた）をどうしても案内したかった。 ゆかば合唱。最後に国の鎮めという曲で
かば』デュエット！？
ュエット！？
かば』
ではなく慰霊です！
チャンネル桜で紹介もしてほしかったが、 黙とう。恙なく慰霊を終えた。
https://www.youtube.com/watch?v 先ず、両氏にこのような記念碑があるこ
とを知ってほしかったのだ。
=4_j8svCTVYA
【ご支援等の口座】
取りあえず、神戸で三輪氏を車に乗せ、
「百人の会」ᵄ「動画」ᵄ「H27 11 23」
郵便振替 ００９８０ ８ ２４５５４７ MASUKI 情報デスク
三菱東京UFJ銀行 千里中央支店 0044349 普通 増木重夫
１１月２２日、日本世論の会大阪支部 明石大橋を渡り一路淡路島へ。昼食をど
の例会があり、三輪会長と村田春樹氏が うしようかと考えつつ、ついでだから鳴
まずは、平素より私どもの活動に力強い
○
カンパ金の主な使途
来阪された。おりしもこの日、Ｗ選挙の 門のうずしおを見学しよう。不幸にも時 ご支援を賜り心から御礼申し上げます。
下記サポート団体の、
投開票日。ご講演が終わってから軽くお 間的にうずしおはひよこ程度の物しか見 『Ｍ情報』は、後記のサポートしている団
・活動の資料等の発送費・道路、公園
茶は飲んだものの、気もそぞろ。村田氏 れなかった。
体にご縁のあった人の名簿を管理し、『Ｍ
使用申請料・交通費、通信費・資料、
は翌日の講演のため帰京。会長は神戸の 「会長、刺身は好きですか。」
情報活動報告』を現在のところ毎月全国約
ビラ等の制作費・備品購入費等
ホテル。私は西成補選の岡田選挙事務所 「うん、なんでも食べるよ。」
５千（目標１万）部発送しております。
○Ｍ情報がサポートしている主な団体
にすっ飛んで行った。開票結果に自民党 「鳴門にちょっと小粋な海鮮料亭がある
このレポートにもありますように、私ど
・NPO 法人百人の会 ・救う会大阪
が異議を申し立て当確は何と夜中の１時。 んです。ご案内します。会長ネクタイは
もは子供達に誇りある国を残すため、
日々
お持ちですか。今日、私がジャンパー
・米国に原爆投下謝罪を求める会
命がけで戦っています。ところが問題は活
だから断られたらすみません。」
・憲法一条の会
動資金。今まで以上にがんばります。何卒
「いいよ、いいよ、そんな高級な店で
・英霊を被告にして委員会
資金のご協力を伏してお願い申し上げま
なくても。」
・竹島を奪還する会・関西
す。
「いやいや、会長がお見えなのにそん
・靖国神社に眠る御霊に感謝する会
※ この、Ｍ情報機関紙は新聞の形態をと
なわけにはいきませんよ。
」
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・大阪の公教育を考える会、他
鳴門から高松に向かい国道１１号線
特に「購読料」は設定していません。 ◇ 前記口座、または同封の郵便振替に
を２０分ぐらい、地元では有名な大衆
カンパをよろしくお願いいたします。
てご協力ください。
海鮮レストラン「びんびや」に着いた。
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
丁度昼食時、店には３０人ほどが並ん
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・
でいた。田舎の家族ずれ、おじいちゃ
んんがお孫さんを連れたり、もちろん
掲載ご希望の論文、情報等ございまし
ています。重さ制限は５０ｇです。まだ
全員ジャンパーや普段着。首にタオル
たらどんどん表記事務所までお送りく
余裕がございますので、資料等の同封が
を巻いたり、長靴のお兄ちゃん。会長
可能です。ご相談ください。
ださい。また、弊紙は郵メールで発送し
目がテン。やっとからかわれたのが分
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
かったみたい。ニコニコしながら目で
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
怒っている。１０分ほどで席に着いた。
この店、料理が豪華で安いのは真実。
ですが、
試しに一度受信してみませんか。
『Ｍ情報』では、日々、全国各地の仲間
鳴門の鯛等を注文。厚さが１センチ、 から、または情報収集の専門家から情報
ご不要でしたら即停止いたします。要領
名刺ほどの大きさの切り身が５、６枚。 が送られてきます。それをメールで転送
は次のアドレスに「メール希望」と空メ
これを見たらやっと会長ご機嫌になっ
ールを（発信名義「NPO 法人百人の会」）
。
します。内容はどこよりも詳しく多種多
帰りにホテルニュー淡路でお茶。ケー
た。鳴門から淡路島にＵターンし若人の 様。
「量が多過ぎとお叱りを受けるの
h100prs@oregano.ocn.ne.jp

