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天皇皇后両陛下、万歳！
日本国万歳！ 弥栄！
本日は天長節です。
Jelly（中谷良子）
中谷良子）のブログより
Jelly（
http://ameblo.jp/ryobalo/
H27-1212-23
H27-

皇室についてメディア
はどう伝えてきたか？

そこまで言って委員会 NP 12
月 20 日
日本の天皇陛下は世界最強 日
本の天皇陛下の権威はローマ法
王と並び、世界最強クラスです。
しかし、天皇陛下の権威を日本
人は知らず、誤解されている部
分も多くあります。海外でもそ
の権威は健在で、エリザベス女
王も、アメリカ大統領よりも上
の存在です。世界で唯一「エン
ペラー」と呼ばれる存在です。
天皇陛下について知って下さい。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

栄光の旗のもとに
栄光の

赤堀達郎作詞、古関裕而作曲
① 山がある 川がある
海がある 空がある
美しき みどりなす国
この静けさを守りぬく
陸上自衛隊
われらの日本 日本の
平和の使者は 今日もゆく
② 父 がいる 母がいる
妻がいる 子らがいる
とこしえに 光さす国
この幸せを守りぬく
陸上自衛隊
われらの日本 日本の
平和の勇者は 今日も行く
③ 君がいる 僕がいる
みんないる 生きている
さくら花 競い咲く国
この喜びを守りぬく
陸上自衛隊
われらの日本 日本の
平和の旗手は 今日も行く
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天皇陛下が、８２歳のお誕生日を迎えら
れました。国民一体となり、お祝いしま
しょう。天皇皇后両陛下のご健康と皇室
の御栄を心より祈っております。
今、日本の家族は、危機に瀕していま
す。最近顕著になってきたのは、晩婚化、
非婚化、事実婚、契約婚、中高年離婚、

父親不在、家庭内暴力、女性によるＤＶ、
少子化、非行、犯罪の低年齢化、引きこ
もり、不登校などなど。
問題の根底には、家族の空洞化、つま
り、経済発展のために形式的に企業や男
性に任せ、家庭に納まるべき女性がしっ
かりとした考えで、家庭、国家観という
ものを持ち、守っていれば、このような
問題は起こっていなかったのではないで
しょうか。
女子供までが自由や権利を履き違え、
左翼的思想・行動に走ってしまったため
に、日本の少子化・左傾化にブレーキが
効かなくなってしまったのではないかと
思います。
しかし女性ばかりが悪いわけではあり
ません。男性が稼げない、非正規労働の
問題など一家の大黒柱としての威厳を保
てない社会にしてしまった政府に一番責
任があるのです。
その象徴といえるのが、夫婦別姓問題
です。日本の家族制度は、氏姓制度から、
大家族制度に核家族制度へと変遷してき
ました。
天皇陛下は家族のような国を目指し、
民のために毎日祈ってくださっておりま
す。しかしそれが壊れつつある時代が今
かもしれません。ところが、これを食い
止めることができるのも私達国民なので
す。
今一度、日本国民は天皇陛下の歴史を
調べ、学校では神話教育、君が代の歌詞
の意味を教え、日本人であることに感謝
しながら勤労に励み、御皇室と日本の繁
栄のために尽くさなければなりません。
本日は、国旗を家の玄関先に掲げまし
ょう。ハロウィンやクリスマスにおいて、
家をルミナリエのごとく、デコレーショ
ンを派手に飾り立てるほうに労力を注い
でいるご家庭のほうが多いのが嘆かわし
く思います。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「Ｍ情報」は連合艦隊です。その旗艦が「NPO
「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。
「一条の会」は空母かな。

≪M 情報活動報告≫編集指針
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たちに、
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たちに、「おばちゃん語」で政治を届ける
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蔡明耀台北駐大阪經濟文化辦事處處長さよなら講演

勝つと思います。彼女はとても親日的で に書かず空白にします）大陸の政策です。
のー血を引く～～兄
～～兄 の発展に貢献してくれました。
♬親のー血
私は１９５３年生まれですが、５０～ す。今のところ来年から台湾は女性総統 だから台湾の政府は必ず知恵を出して、
よりもー♩・・義兄弟
・・義兄弟
弟よりもー♩
６０年、台湾の経済はよくなかったんで が誕生すると思います。
どういう風に大国、強国、敵国に対応す
蔡明耀台北駐大阪經濟文化
すが、私の幼少時代は貧しいときでもあ
さて、台湾の外交ですが、現在外交関 るのか、一つの試練かなと思います。
辦事處處長は、その辺のジャー りました。６０年代後半から７０年代、 係がある国は２２か国です。１５３の国、
台湾から中国に行くのはだいたい 500
ナリスト、外交評論家ではあり ８０年代、たいへん経済成長しました。 地域が台湾に対し、ＮＯ，ビザを実施し 万人ほど、中国から台湾にはここ２～３
ません。台湾の外交官です。そ これも日本の経済投資が無かったらあり ています。日本人が台湾に来たなら、い 年、300 万人を超えています。今、一日
の発言の重みをかみしめてお
得ないことです。もちろん米国の軍事な つでも入れます。台湾と日本は外交関係 に中国と台湾の直行便、いや違う１週間
読みください。少々文脈がわか ども関係しています。あるいはフィリピ はありません。でも中華人民共和国と日 に台湾と中国間に 880 便が飛んでいま
りづらいところもありますが、 ンの華僑等が台湾に投資するなどの貢献 本は外交関係がありますが、中国大陸に す。これはすごい数字ですね。これはね、
できるだけ忠実に文字おこし
もありました。１９７２年、外交関係が 住んでいる中国人が日本に来る場合、必 こういう角度から見るとね、中国共産党
をしました。
（編集担当）
なくなってから、引き続き、民間ですが ずビザを取ります。だからどちらの関係 にとっては一つの脅威ですよ。つまり中
またぜひ動画を見てください
ᵁ実際は日本の公金です。交流協会の奨 がいいか、お互いの信頼関係がいいか、 国人が台湾に行きまして、台湾は自由の
「ＮＰＯ法人百人の会」ᵄ「動 学金を台湾の青年たちに提供してくれま 一目でわかると思います。だから私が日 社会ですよ、民主の社会ですよ。台湾人
画」ᵄ「Ｈ27-12-19」
した。最初は３０名。その後１００名以 本の方々に強調しておきたいことは、外 はこういうこともできます、あるいは勝
上ね、これは人材育成に貢献しています。 交関係があるかどうかではなく、どのよ 手に好きなことも言えます。そういう自
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ それだけではなく技術の提供もしていた
うに日本と台湾の信頼関係を強化するか。 由な社会を見まして中国大陸へ帰ったら、
今日は、蔡明耀です。
・・・・ だきました。だから台湾人はいつも日本 もう一つは、台湾人と日本人の感情を深 いつか１９８９年の天安門事件が、また
台湾と日本の関係から今日
人に対し感謝の気持ちを持っています。 めるか、つまり２国間の絆をいかに深め いつか起こるかもしれない、そうしたら
のお話をスタートしたいと思
1969、中華民国政府は中国共産党に負
るかだと思います。これは大事なことだ ね、もし一旦また起きましたらね、その
います。今８０歳以上の人は、 けて台湾に移りました。そのときに日本 ろうと思います。
時はきっと共産党は抑えきれないと思い
ほとんど日本が大すきです。１ の軍人たちも蒋介石と協力し、中華民国
皆様に一言紹介したいのは、２００８ ます。これはいい方向へ導くだろうと思
９４５年、日本が敗戦しました。 を守りました。台湾は小さいけど重要な 年馬総統が就任してから、できるだけ中 います。
それで中華民国が台湾を統治
国です。今の東アジアの情勢から見ると、 国との関係を改善したいと努力しました
これはこの前の馬総統らの会談のこと
するようになりました。１９５ 台湾の存在は日本やアメリカの安全、戦 から、すでに１９項目の協議を結びまし ですが、日本の方々はちょっと心配して
２年、日本も国際社会に復帰し 略の要になるということです。また東ア た。つい最近シンガポールで習近平と会 いますね。つまり、台湾は中国に併呑さ
ました。４５年から５２年まで ジアの経済の発展にも貢献できる国です。 いましたが、台湾は絶対に中国の一国２ れるか、中国に傾いていくか、あるいは
はちょっと空白があるのです
台湾はすでに人口は２３５０万人。今 制度の要求を受け入れません。できるだ 日本との関係はどうなるのかということ
が、５２年から７２年までは日 年に入り１１月末ですでに３４０万人の け台湾を自分たちの国の地位、自分の尊 を心配していると思います。私から見る
本は台湾を応援してくれまし
台湾人が日本を訪れました。だから７人 厳の維持するように頑張っていきます。 と、そんなことは心配しなくていいと思
たが、残念ながら７２年に、田 に一人は日本に来ているのです。去年の
御存知のように台湾は小さいですから、 います。日本と台湾の関係は切っても切
中総理大臣が中国へ行って、外 ２８３万より多く、３０％増しです。今 軍事力から言うと、中国はいつでも台湾 れない関係ですから。強調したいのは、
交関係を樹立しました。そうす 年３７０万人くらいになるでしょう。台 に侵攻できるんです。あるいはミサイル 日本と台湾の関係はは運命共同体。これ
ると台湾との関係がまずくな
湾には１０００万人くらいの方がお見え を発射したら大変ですよ。福健省には１ は李登輝前総統が何回も日本の方々にア
りました。台湾は亜東協会、日 になりますが、日本の方は１１月末で１ ６００機のミサイルがあります。台湾だ ピールしました。運命共同体です。
本は交流協会を作りました。
４５万人お見えになっています。去年よ けではなく、沖縄も狙われているんです
次に歴史関係ですが、私は 2011 年か
１８９５年から１９４５年、日 りやや少なくなっています。これは、為 よ。これは台湾にとっては一つの脅威で ら日本と台湾は新しい時代に入っている
本は台湾で、衛生、教育、法律 替の関係で、旅行代が高くなっているの す。馬総統が一生懸命中国との関係を、 と位置づけました。あとで説明しますが、
の制度を整備しました。台湾の で減っているのかもしれません。
改善しようとしていますけれど、中国大 （スクリーンを指し）これは今先も申し
近代化と基礎を作ったのです。
今は国民党が与党ですが、来年１月１ 陸からやっぱりね、一日も早く台湾の統 上げましたように、日本の統治の時代の
１９５３年からは日本は台湾
６日に選挙があります。総統選挙です。 一したい。台湾のこれは中国（大変重要 光景はどういうものか示しています、こ
にＯＤＡや経済投資をし、台湾 多分私の遠い遠い遠ᴿい親戚の蔡さんが な部分ですので、聞きづらい部分は勝手 れは台湾のインフラです。これは今の国
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立中央大学です。これは嘉義大学、カノ うね。台湾は教育部、部長、次長、主任。
ンという映画の学校で、当時は嘉義農林 いろいろな局があります。
学校です。７２年前に甲子園に出ました
台湾の教育予算は、憲法によると、少
が、準優勝。中京大付属に負けました。 なくとも政府総予算の２０％以上。必ず
建物はそのまま保存しています。これは ２０％以上です。昔は１４～５％くらい
台湾大学。一番有名な、トップ校です。 でしたが、去年は２２％でした。このよ
日本の東京大学に当たる大学です。東京、 うに増えています。教育制度ですが、幼
京都、次は台北です。昔は台湾は台北帝 稚園で４歳５歳。台湾の義務教育は１２
国大学、ひとつだけでした。次は高等学 年まで延長してきました。元々は中学校
校、農林専門学校でした。私が聞いたと までです。日本は高校はまだ義務教育じ
ころ、日本統治時代は 200 軒の小学校か ゃないですね。台湾はすでに高校まで延
ら、10 の中学校を設立し、そして１つの 長してきました。小学校から英語の教育
高等学校を設立しました。全台湾で大学 もあります。だいたい国民に小学校、中
学校、高等学校、高等学校には専門学校
一つ。そういう時代でした。
ＯＤＡの効果、今紹介しました。この があります。工業学校、商業学校。これ
ような台湾の発展と近代化、経済関係、 は日本と同じですね。ここから５年制の
私は一言強調したいのは日本と台湾の経 技術専門学校もあります。日本の短大に
済が、切っても切れない、一言いうと台 つながります。台湾で、高校へ行かなく
湾の経済は日本の経済に依存しています。 て技術専門学校に入ると短大卒と同じに
日本はもし台湾の業者に技術とかパーツ なるわけです。また、高校を出てから４
を提供しないと台湾は大変ですよ。だか 年制の技術専門大学もあります。また、
ら年間平均して、５００億ドルから７０ ２年制の技術短期大学もあります。その
０億ドルくらいの貿易金額ですけど、台 後、博士、修士の過程へ進学できます。
台湾の医学は原則６年、それに実習１年、
湾は 200 億ドルから３００億ドルの赤
字になります。けれど、台湾はほかの国々 ７年間の制度です。日本と同じでしょ。
から儲かっています。中国から１０００ 教育の内容は儒教を中心としたもので、
億ドル位の黒字です。そのうち３００億 多分日本と同じでしょう。日本は日本な
ドルくらい日本に渡します。
りの文化、教育内容はありますけれど、
次に、安全保障ですね。中国の経済発 台湾は儒教中心、それに西洋文明ですね。
展は世界の第２位の大国になっているの 私も先日、日本の大学教授に言われまし
ですが、軍事力も３位か４位になってい たよ。この前、ノーベル賞が発表された
ると思います。今のところ対外的な侵略 でしょう。その中に中国人のお医者さん
行動はないですが拡張している。
が受賞しました。彼は漢方医で、マラリ
アに効く薬を発見しました。彼は研究し
教育について】
【教育について
について】
て研究して効く薬を作りました。今はね
飛行機もある、お月さまにも行ける。で
も西遊記の時、あれを読んだらわかるよ
うにあの発想は昔から、たとえば孫悟空
は１０万キロ飛べる、３０００キロ離れ
ていても聞こえる。これはまるで、今の
近代のスペースシャトルのようであり、
無線です。監視カメラで総てがわかるよ
次に、台湾から見た日本の教育につい
て話させていただきたいと思います。
私は日本と台湾の教育はほとんど似てい
ると思います。たくさんの制度、あるい
は法律はほとんど日本からの翻訳、コピ
ーしました。だから教育の組織、予算請
求等を紹介しますが、日本の教育とほと
んど同じですよ。一番は文化事業でしょ

うになります。発想は既にあります。問 できる。こういう人はアメリカが欲し、
題は自分たちがそれを研究するか、発明 自分で独立できます。こういう人材が欲
するかです。だからアメリカ人は確実に しいということです。台湾も日本も大学
そういうことをしている。
に行ったら、限界に来ています。私たち
日本と台湾の教育はほぼ同じです。学 の子供の発達は高校までです。これは一
歴重視です。子供たちができるだけいい 般的な話ですよ。アメリカの高校生は大
学校に行くように。名門大学に入りまし 学に入る時、余裕があります。けれど大
た。みんな大満足。行けなかった。うち 学に入ったらどんどん伸びていきます。
の子はダメや、そういう風にあきらめた 大学を終えた時、台湾の大学生、アメリ
カの大学生、もう差が大きいですよ。今
こともあります。
だから、台湾の子供と日本の子供は可 リードしているのはアメリカ人です。私
哀想。学校から家には直接帰れない。塾 たちは言うなりになるでしょう。これが
へ行かなければならないんですよ。それ 現実です。だから学校の考査のやり方を
が一般的な現象です。これはいいかどう 考えないと。台湾の学校の成績は、お互
か、私から言うとよくないと思います。 いの学校の中の競争、クラス内での競争。
だから私たち台湾人は子供たちにたくさ １位、２位、３位ですよ。競争はクラス
んのことを教えます。勉強させます。お のなかだけ。あるいは学校のなかだけ。
ぼえさせます。知らず知らずのうちに子 あるいはこの国のなかだけ。１位はどこ
供の頭が固くなりました。臨機応変もで へ行く、２位はどこへ行く・・・・。皆
きない。ヒントがないと何もできない。 さんはできるだけ一番いいところへ行き
指示がないと何もできない。教えられた たい、だから一生懸命塾に行く。だから
らちゃんとできる。台湾の中央大学の教 いいところへ行くと、もちろんいい人材
授から聞きました。彼の経験からですが、 もありますが、でも制限されたら発展が
台湾の中央大学、トップ校ですが、一位、 ない。アメリカの教育のやり方は違いま
二位で卒業した生徒二人ががアメリカに す。競争はこのクラスだけではなく、未
留学したんです。アメリカは５年より早 来の為の競争力を育てます。この発想が
く博士号を与えます。日本は難しいです 違うのです。もちろん我々は一つの国で
ね。今はまだましだけど、昔は二十年か すから、日本を愛する国民を育てなけれ
ばなりません。これは歴史の教育とか、
かっても博士号はとれないんですよ。
二人の学生ですが、一位の学生は、５年 学校の教育のほかに家庭の教育、あるい
の後、博士号もとられない。でも二位の は社会の教育も大事なことです。だから
学生は５年で博士号を取得しました。一 競争力を強化しなければいけない。競争
位の学生は十年かかっても博士号はもら 力はこのクラス、この国だけではなく世
えませんでした。なぜかというと、この 界的なものなのです。競争力を付けない
一位の学生は材料はたくさんありますが、 と日本でも台湾でも米国を抜いていくこ
どこから着手するか、そういう力がない。 とはできないと思います。
最後に日本と台湾の運命共同体のこと
自分で問題を発見して自分で解決する力
がない。でもヒントを与えるとペーパー を強調したいと思います。台湾と日本の
ワーク、報告ね、ちゃんとできる。つま 絆を強化していくように私は努力します
り指導者がいないと自分ではできない。 けど、皆さん是非お力をお借りしたいと
二位の学生は材料が来たら、その中から 思います。ありがとうございました。
必要なものを集めてちゃんと作ることが
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代表 小野馨子

愛子さま、
シャーロット王子
一条の会
H27-12-15

新しい憲法の話

ると言っているが、日本の親王に「さま」 くことにきめました。みなさんは、この
をつけ、外国の王子や王女には「王子」
「王 象徴ということを、はっきり知らなけれ
女」
ばなりません。日の丸の國旗を見れば、
日本の國をおもいだすでしょう。國旗が
マスコミは外国への配慮？ を付ける。キャサリン妃と呼称するなら、
雅子さまではなく、雅子妃でなければい 國の代わりになって、國をあらわすから
左記、報知新聞の記事を見ていただき けない。マスコミ、どう説明するのだ。 です。みなさんの学校の記章を見れば、
たい。日本の愛子内親王殿下には「愛子
【ウイキペディアより】
どこの学校の生徒かがわかるでしょう。
さま」、英国のシャーロット内親王殿下
■皇太子徳仁親王は、日本の皇族。今上
記章が学校の代わりになって、学校をあ
には「シャーロット王女」。流行語を使
天皇の第一皇子。母は皇后美智子。御称
らわすからです。いまこゝに何か眼に見
えば、「差別するな！」となる。
号は浩宮。身位は皇太子、親王。皇室典 えるものがあって、ほかの眼に見えない
さて、早速外務省に電話をして確認し
範に定める敬称は殿下。
ものの代わりになって、それをあらわす
ました。エリザベス女王の正式な呼び方 ■敬宮 愛子内親王（としのみや
愛子
あいこ
ときに、これを「象徴」ということばで
は「エリザベス
ないしんのう、2001
年（平成
13
年）
いいあらわすのです。こんどの憲法の第
女王陛下」。
12 月 1 日 - ）は、 日本の皇族
皇族。皇太
皇族
一條は、天皇陛下を「日本國の象徴」と
♬ジャンジャジ 子徳仁親王と雅子皇太子妃の第一女子。 しているのです。つまり天皇陛下は、日
ャージャジャン 今上天皇の孫。御称号は 敬宮。身位は内 本の國をあらわされるお方ということで
～♪、確かにジ
親王。皇室典範に定める敬称は殿下
あります。
ェームスボンド
また憲法第一條は、天皇陛下を「日本
は「女王陛下」
國民統合の象徴」であるとも書いてある
の 007 だ。
のです。「統合」というのは「一つにま
（昭和２２年 文部省）
同様に、シャー
とまっている」ということです。つまり
ロット王女の正
天皇陛下は、一つにまとまった日本國民
拓大教授 元都議 土屋敬之
式呼称もシャー
の象徴でいらっしゃいます。これは、私
ロット王女殿下。 H27-12-10
たち日本國民ぜんたいの中心としておい
翻って日本の場
でになるお方ということなのです。それ
合、愛子内親王
今一度これを読
皆、今一度これを
これを読み返してみて で天皇陛下は、日本國民ぜんたいをあら
殿下が正式名称。
わされるのです。
土屋敬之
だから、
「シャ
このような地位に天皇陛下をお置き申
ーロット王女」
五
天皇陛下
したのは、日本國民ぜんたいの考えにあ
と呼称するなら
るのです。これからさき、國を治めてゆ
こんどの戰爭で、天皇陛下は、たいへん
、「愛子内親王」
く仕事は、みな國民がじぶんでやってゆ
としないと、辻 ごくろうをなさいました。なぜならば、 かなければなりません。天皇陛下は、け
褄が合わない。 古い憲法では、天皇をお助けして國の仕 っして神様ではありません。國民と同じ
同様にウイリア 事をした人々は、國民ぜんたいがえら ん ような人間でいらっしゃいます。ラジオ
ム王子と呼称す だものでなかったので、國民の考えとは のほうそうもなさいました。小さな町の
るなら徳仁親王 なれて、とう／＼戰爭になったからです。 すみにもおいでになりました。ですから
と呼ばねばなら そこで、これからさき國を治めてゆくに 私たちは、天皇陛下を私たちのまん中に
ない。逆に言え ついて、二度とこのようなことのないよ しっかりとお置きして、國を治めてゆく
ば「愛子さま」 うに、あたらしい憲法をこしらえるとき、 についてごくろうのないようにしなけれ
なら、
「シャーロ たいへん苦心をいたしました。ですから、 ばなりません。これで憲法が天皇陛下を
ットさま」なの 天皇は、憲法で定めたお仕事だけをされ、 象徴とした意味がおわかりでしょう。
だ。マスコミは 政治には関係されないことになりました。
憲法は、天皇陛下を「象徴」としてゆ
敬称を簡素化す

Ｍ情報（MASUKI
Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
平成 28 年 1 月 20 日（172
日（172172-5）

川西市長・人権推進室・
人権推進室・学校教育室より
学校教育室より
川西市長・

「拉致問題啓発」
要望書に関する回答
中曾千鶴子

秋田美穂さんを救う川西市民の会

代表
http://blog.zaq.ne.jp/otsuru/
おつるさんのブログより
2015 年 12 月 16 日(水)
平成２７年度「北朝鮮人権侵害問題啓発
週間」拉致問題啓発への要望書に回答
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

川西市の取り組みは、要望どおり昨年
よりすすんだ取り組みとなっています。
また 川西市出身の秋田美輪さんの資料
も展示して下さっていることは重要なこ
とです。
秋田美輪さんを救う会のメンバー、ス
タッフそして、常日頃、ご協力いただい
ている川西市民の皆さまのおかげです、
有難うございます。
************************************
このたびは、「市長への提案」をいた
だき、ありがとうございます。
中曽様からいただきました、「北朝鮮
人権侵害問題啓発週間」に対しまして、
お返事させていただきます。
本市では、北朝鮮当局による拉致問題
が重大な人権侵害であり、早急に解決さ
れるべき問題であるとの認識のもと、人
権に関する重要課題として、国(法務省
等)・県などとの連携の中で、本年も啓発
週間を中心にした啓発活動を通じて市民
意識の喚起に取り組んでまいります。
参考に本年度の実施予定事業を記載しま
す。
平成２７年度「北朝鮮人権侵害問題啓
発週間」における実施事業(予定)について
実施事業(活動)

① 啓発資料による周知・広報(市広報誌
による周知・広報)
時期 １２月１日発行 場所 川西市内
全戸配布
内容 広く拉致問題についての関心と認
識を深めるため
啓発週間の PR 記事を掲載
・実施主体 川西市
・配布物 広報かわにし人権問題特集
・配布数 70,000 部
② 啓発資料による周知・広報
（ポスターの展示・チラシの設置）
時期 通年及び 啓発週間
場所 市庁舎内
内容 広く拉致問題についての関心と認
識を高めるため、
市役所一階ロビー等で啓発ポスターの展
示及びチラシの設置を行う
③ ホームページによる周知・広報
時期 啓発週間
場所 川西市人権推進課ホームぺージ
・実施主体 川西市
・掲載内容 啓発週間の主旨、啓発事項
http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/
shimin/jinken/jinken_kehatsu.html
③ 啓 発物品による周知・広報
時期 １２月１０日～
場所 川西市内
内容 広く拉致問題についての関心と認
識を深めるため、
啓発グッズを媒体とする周知(啓発週間の
PR)を実施
・実施主体 川西市
・配布物 卓上ミニカレンダー（川西市
作成)
・配布部数 １，０００部
また、各学校では、拉致問題について
指導するにあたり、社会科で
扱われている内容との関連を踏まえ、道
徳、特別活動、総合的な学習の
時間等において、アニメ「めぐみ」や兵
庫人権教育資料

「ほほえみ」「きらめき」等を活用し、
拉致問題に関する理解を
深めています。
今後も、児童生徒の発達段階や学校・
地域の実態に応じて、拉致問題に対する
理解を深めるための取り組みを推進した
いと考えています。
以上につきまして、ご理解賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます
平成２１年１２月１４日
中曽千鶴子 様
川西市長 大塩民生
************************************
■下記が送付した要望書です
平成 27 年 11 月 28 日
川西市長殿
川西市 市民生活部 人権推進室 人権
推進課 御中
川西市 教育委員会 御中
秋田美輪さんを救う川西市民の会
中曽千鶴子

１２月１０日から１６日までの「北朝
鮮人権侵害問題啓発週間」に関する要望
書
上記につきまして、早急な対処をしてい
ただきたく、下記のとおり、お願い申し
上げます。
記

１． 要望の趣旨、理由
拉致問題は拉致された方の人権を踏み
にじる重大な人権侵害であり、到底許さ
れるものではありません。
拉致問題をはじめとする北朝鮮当局に
よる人権侵害問題への関心と認識を深め
るため、法律で、１２月１０日から１６
日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
と定めています。
人権擁護都市宣言を提起されている川
西市、川西市長様も一日も早い拉致被害

者の帰国を目指して、取り組みや啓発に
努めておられる事と存じます。川西市の
広報紙や人権課題として下記のように川
西市は掲載されておられます。
【拉致問題など北朝鮮当局による人権侵
害】
拉致問題は、わが国の喫緊の国民的課
題であり、この解決をはじめとする北朝
鮮当局による人権侵害問題への対処が、
国際社会を挙げて取り組むべき課題とさ
れています。平成 18(2006)年に「北朝
鮮人権侵害対処法」が施行され、国及び
地方公共団体の責務が定めら れました。
この問題についての関心と認識を深めて
いくために、同法の趣旨に基づき、国・ 県
など関係機関との連携の中で啓発活動に
努めます。
例年、私ども「秋田美輪さんを救う川
西市民の会」は要望を提出させていただ
いており、市役所ロビーにて、川西市出
身の拉致の疑いを排除できない拉致の可
能性の強い特定失踪者、秋田美輪さんの
資料や拉致問題の啓発資料の掲示をご依
頼し、実践して下さっていることに心よ
り感謝申し上げます。
また、１１月の伊丹市において開催さ
れた北朝鮮・朝鮮総連関係の金剛山歌劇
団の後援禁止の決定には、良識あるご判
断を心より感謝申し上げます。
今年の拉致週間も、例年よりもまた一
歩すすめる形での啓発をお願いいたしま
す。他府県他市町村でも様々な取り組み
が積極的になされています。
一例として今年度、大阪府では、政府拉
致問題対策本部、大阪府、府内全市町村
主催で、１２月１３日に拉致問題啓発映
画「めぐみ」の上映会を政府、府内全市
町村と共同で開催されます。また１２月
１０日から１６日まで、ピースおおさか
（大阪国際平和センター）講堂啓発パネ
ルを展示されます。
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http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/
moyo/detail.php?recid=15083
川西市は、川西市湯山台に当時住んでお
られ、川西明峰高校を卒業し、神戸松陰
大学に通う通学、登下校の途中で拉致さ
れた可能性の高い秋田美輪さんの出身地
です。すでに川西明峰高校の校長先生や
教頭先生も関心を持って下さり、川西市
の多田中学校では、夏休みの人権作文の
発表で拉致問題を憂いた在校生の作文を
とりあげる等、教育現場でも、最重要人
権問題として真摯に取り組んでおられる
例があります。
兵庫県では、学校教育における拉致問
題の指導について人権課題「北朝鮮当局
による拉致問題等」の指導の手引きや指
導案も提示しています。
www.hyogo-c.ed.jp/~jinken-bo/.../m
egumisidoutebiki.pdf
www.hyogo-c.ed.jp/~jinken-bo/56h
ohoemi/3siryouhenn.pdf
２． 要望
●１２月１０日から１６日までの「北
朝鮮人権侵害問題啓発週間」に市役所ロ
ビーにて北朝鮮啓発の パネルやポスタ
ー展示、秋田美輪さんの資料の展示をし
て下さい。
●アニメ「めぐみ」の上映会を実施し
て下さい。
●教育現場で、文部科学省から各小中
高校に送付されているアニメ「めぐみ」
の DVD 等による拉致問題の啓発人権教
育が行われているかどうか、確認してく
ださい。もし、なければ実施するよう周
知して下さい。
●広報誌や川西市のホームページ上で
も、拉致問題について、北朝鮮人権侵害
問題啓発週間について、そしていまもな
お苦しむ秋田美輪さんという被害者の存
在を大きく啓発して下さい。

しかし、幸いな事に次回の選挙から１８ のです。
参議院選挙の票を買う政 歳の若者が投票権を行使します。
天皇のために働くということに、アメ
若者は政治家ほどバカでは有りません。 リカ占領軍は警戒して逮捕されるかもし
策はヤメロ！
ぜひ、自分たちだけでは無く将来の日本 れないという思いもあって、故郷で別れ
の為、弟や妹の為に１票を行使してくれ の水杯をあげてきた女性たちもいました。
京都北山細野の神主 中村重行
るものと信じています。我々年寄りはガ その後、我も我もと日本中から勤労奉仕
http://blog.goo.ne.jp/hosononoomiyasan
マンしましょう。一人は３万円でも１１ 団が上京して、今までに延べ百数十万人
2015 年 12 月 18 日
００万人は３９００億円なのです。
が清掃奉仕を行ない、今も毎週数百人、
この３万円をガマンする事で年寄りが １年で約一万人の人々がやってきます。
政府与党は来年の参議院選挙（衆参ダ
ブル？）を見越して高齢者に一律３万円 バカにされなくて済みます。ついでに１
参加資格は日本人に限らず在日の人々
を支給すると言う。３万円で年寄り票を ５歳以上の国民に選挙権を行使させたら から日系ブラジル人、日本語ができるな
買うつもりだ。何時からこんな税金を使 将来の日本はバラ色に輝くと私は信ジテ ら外国人にも広く開放されています。
イマス。
って買収する習慣がついてしまったの
人種差別のない皇室の姿がそこに見られ
昔は元服の歳（１５歳）で大人だった ます。
か？もともと利権団体（農民・農協など）
の票を狙ってバラまいて来た習慣が今も のです。今の１５歳も大人として扱えば
人種差別に関して、先の大東亜戦争の
立派に大人として振る舞うのです。
続いているのだが。
遠因のひとつは人種差別にあったと昭和
民主党が政権を奪取した時の選挙にも
天皇は述べられています。古代から奴隷
民主党の小沢一郎が農民層にバラマキを
のない国が日本でした。 また万葉集に
皇居勤労奉仕報告
して成果を上げたのは確かです。農民層
おいても天皇と庶民の娘が恋歌
は今の政府は見放していますから代わる
を交わすような身分差別のない国柄です。
大阪日の丸行進の会
者は１１０００万人の高齢層に目を付け
代表 石黒大圓 君民一体の国体が日本の特徴です。
て一人当たり３万円（合計３６００億円）
戦前の日本においては「八紘一宇の精
2015 年 12 月 18 日
の税金で１１０００万票を買おうとして
神」として「世界は大きな家の下で人類
いるのは見え見えです。恐らく今度も連
平等だ」と唱えられ、当時迫害が激しか
皇居勤労奉仕は皇居内の掃除や見聞録、
立与党の公明党の圧力も有っての事でし
ったユダヤ人数千人を救った杉原千畝や
そして単なる物見遊山や両陛下の神々し
ょう。
日本軍人たちもこの精神を遂行したもの
いお姿に涙した、くらいのものにしてほ
まったく何時まで有権者をバカにして
でした。
しくない。天皇陛下と皇室のご存在に感
いるのか？ と言うより年寄りをバカに
「世界人類は平等でなくてはならない」
謝して日本左翼や反日国家からお守りす
しています。今の年寄りは戦後復興をや
と主張する日本政府は、戦前に国際連盟
る志を他の人に伝える者にならないとい
り遂げたツワモノ達です。プライドが有
で「人種的差別撤廃案」を提案しました
けないと思いました。
ります（無いものも居ますが）。たかが
が、国内に黒人奴隷がいるアメリカや植
皇居勤労奉仕へ参加した実践報告をさ
３万円で？ バカにするな！
民地をもって有色人種を差別する白人国
せていただきます。 １１月１０日から
一番わが国の将来を憂いているのは今
家によって反対されました。
４日間、茨木市の歴史講座勉強会の一員
の年寄りだと言う事を忘れるな！ 日本
このような白人にとって不利になる思想
として参りました。 朝８時半から午後
の國の前途にまったく憂いが無いのなら、
をもつ日本という有色人種国家は、白人
３時半まで皇居内の清掃や見学をさせて
ご苦労さんと３万円の慰労金を受け取る
国家から目のかたきにされ、それがのち
いただきました。
事に抵抗は感じません。 しかし、現実
の大戦への導火線となったのです。
この無償の清掃奉仕は戦後すぐに昭和
は國の存続を左右する心配事が山ほどあ
私たちの清掃奉仕活動に対して天皇皇
２０年に宮城県の男女６０名の青年団が
る時代に政治家は何を考えているのか？
后両陛下から「ありがとう」とお礼のご
やってきて、宮内庁にお願いして始まっ
この時代こそ未来に対する投資（子供や
会釈をいただきます。 数百人の奉仕団
たのです。終戦時には皇居の内外も焼け
若者に対する）が必要な事が判らぬか！
の面前へわざわざ来られてお礼を述べら
野原となって草がボウボウとなっていた
政治家や官僚の劣化が極限に達しました。
れるのです。その時には奉仕団の人々か
ことを悲しんで若者たちが立ち上がった
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ら感動のあまり、あちこちから嗚咽がも
れるシーンが展開されます。
ご会釈の会場へ入る前にはボディチェ
ックはありますが、両陛下はまったくの
無防備で私たちの前に立たれるのです。
テロリストに襲われる可能性さえあるに
も関わらず、慈愛に満ちた目で私たちを
見つめられます。
陛下にとっては日本に住む人々はすべ
て「赤子（せきし）
」、我が子、そして「大
御宝（おおみたか）
」なのです。 日本国
民が苦しみ、国が国難にあった時
には「これはすべて私の不徳のいたすと
ころ」としてご自分を責められます。
国民が安寧に、国が安泰であるように、
日々祈っておられるのが天皇陛下
というご存在です。
外国では王様や元首が一般庶民に対し
てお礼を述べるなどということはありえ
ません。まして掃除など最下級の人間が
する汚い仕事です。日本では社長が掃除
をすると賞賛されますが、外国では階級
が低い奴と見下されるのがおちです。
日本人は掃除というような労働さえ卑し
いものとは考えない、世界では稀有は民
族です。日本民族の始祖とも言うべき天
照大神は機織りの仕事をされ、弟神のス
サノウは植林をされる。 神が労働して
いる宗教は世界で神道だけです。それに
習って天皇陛下は皇居で田植えと稲刈り
をされ、皇后陛下は「蚕（かいこ）」を飼
って絹糸をとる作業もされます。
キリスト教では人間の始祖アダムとイ
ブが神との誓いを破って禁断の木の実を
食べたために天国のエデンの園から追い
出され、神は男には労働の苦しみを女に
は出産の苦しみを与えました。キリスト
教では労働は卑しい苦役で天罰と見なさ
れました。キリスト教時代の前のローマ
時代でさえ貴族は働かず奴隷を働かせて
富を蓄えていました。 その働かない者
と働く者との関係が世界的規模に広がっ

たのが大航海時代でした。ヨーロッパ人 はアメリカ占領軍最高司令官ダグラス・ や雑草取りなどをしますが、毎日２万歩
は世界を侵略して各地に植民地をつくり マッカーサーと会見されました。その時 以上は歩きます。皇居では、宮内庁職員
奴隷のように現地人を働かせて、その富 に天皇は「私が全ての戦争責任を負いま に案内されながら４列縦隊で歩き、首相
が働かないヨーロッパの白人社会を豊か す。今国民は飢えています。皇室の全財 でさえ入れない、陛下がご公務される宮
にしたのです。その数百年の地獄のよう 産を差し上げますから救ってあげてくだ 殿前や神殿前までも見学させてもらう時
な植民地の歴史を、たった数年でぶっ潰 さい」と発言されマッカーサーは大いに 間も十分にあります。さらに皇居の奥は
まるで昔の武蔵野の原生林を思わせる森、
したのが大東亜戦争でした。 白人が日 感動しました。
マッカーサーは「神の如き紳士を見た」 森の連続です。まさに皇居は現代の高天
本を憎むはずです。ですから戦後、戦勝
国の白人が「日本はひどい悪い国だ」と とのちに述べています。 彼は昭和天皇 原です。そこで奉仕させていただくこと
国内外へふれ回ったおかげで、日本人は が他の敗戦国の国王のように命乞いにく は無上のよろこびです。
自国への誇りと自信を失なってしまった るのだろうと考えていたからです。自ら
の命と引き換えに、自国民を救おうとし
のです。
憲法一条の会に物申す
一方日本では働くことは生きる喜び、 た国王が、世界の歴史上あったでしょう
生きがいともなり労働を軽蔑せず、武士 か。この天皇陛下の自分を犠牲にしてで
大阪市 川上二嘉（仮）
でさえ働くことを厭いませんでした。こ も国民の命を救いたいという無私の心に
H27-12-21
のような勤労観があるために日本は明治 よって多くの国民の命が救われました。
以降や戦後の焼け野原からの大発展が可 この年は大凶作で日本国民の１／３が飢 本当は怖い憲法１条
え死にするだろうと予測されていました。 憲法９条の「戦争の放棄」は読んで字
能となったのです。
私は「日本唱歌を歌う日の丸行進」を 陛下の願いを聞きマッカーサーは膨大な のごとく、その意味はほとんど明白です。
毎月、御堂筋で行なっていますが、皇居 食料をアメリカから送って来させ多くの ①一方、憲法１条に関する限り、現在で
勤労奉仕でも日の丸行進を行ないました。 命が救われたのです。今ここにいる人の はほとんどの人たちが条文をそのまま我
東京駅前のバス停で降りて皇居へ向かっ １／３は天皇陛下によって命を救われた が国の歴史認識として受け入れています。
て移動する行き帰りの１５分くらいの時 親から生まれた子供です。
それは「天皇」と条文に入っているから
そのことに思いを致すときに天皇陛下 です。
間に、日本の童謡を歌いながら進みまし
た。
「白地に赤く日の丸染めて」の「日の への感謝の気持ち、その恩に報じたいと ②現在の日本国憲法は、戦勝国米国が太
丸の旗」や、
「うさぎ追いし、かの山」の いう気持ちがわいてくるはずです。 東 平洋戦争に敗北した敵国日本をして、二
日本大震災において見られたように日本 度と再び連合国の脅威とならないように
「ふるさと」などの歌です。
多くの団体は赤十字奉仕団や神社崇敬 人は困った時ほど人を助ける事に熱心な と、わが日本を将来混乱させた上に、や
団などの旗をあげていますが、私たちの 民族だと思います。その人助けの手本と がて
団体は唯一、団旗として日の丸の旗を使 なって２６７５年の長い日本歴史の中で ③皇室さえも日本人自身が解体（廃止）
用しています。そして私たちの団員に小 国民を導いて来られたのが天皇陛下や皇 するように入念にプログラミングされて
さな日の丸小旗を渡して、それを掲げて 族の方々です。皇居勤労奉仕はその報恩
いるのです。
行進しました。宮内庁の皇居案内係りの 感謝の姿と私は思っています。皇室と国
現憲法は、一方で大東亜戦争に対して
女官さんは「童謡を歌いながら行進する 民の心の結びつきを深めるためにもどう も、謝罪することも含まれています。前
のはいいですね」と一緒に歌って歩いて ぞ一生に一度はご奉仕へおいでください。 文をよく読んでいただければ分かります。
いただいた日もありました。
前文と９条はリンクしていますので、ご
皇居の中の建物すべてには日の丸が掲 ●皇居は徳川幕府の江戸城に明治時代に
理解いただけると思います。
揚されています。この「日の丸」の丸い 皇室が入られ、天皇皇后両陛下と
ほとんど、繰り返しに近くなりますが、
赤は太陽神、天照大神が象徴され、白地 皇太子と妃両殿下が生活されています。 ④第１条は国体の破壊
は天皇陛下および日本民族の「無私」の 面積は約１１５万?、東京ディズニーラン ⑤第９条は日本国の崩壊につながります。
ドの約３倍、東京ドーム 約２５個分あり ⑥天皇は単に日本国の象徴ではありませ
心が象徴されています。
終戦直後の昭和２０年９月、昭和天皇 ます。皇居と赤坂御用地で落ち葉の清掃 ん。国体そのものであるのです。我が国
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の歴史であり、伝統そのものです。
⑤これはわかります。
⑦もちろん主権在民も間違いです。まし ⑥これも「象徴」の定義の問題です。「国
て、総意とは、何を意味しているのでし 体そのもの」を「象徴」と定義するなら
ょうか？
全く問題はないと思います。
⑧・憲法１条の会は保守ですかリベラル ⑦主権在民も一つの方法だと思います。
なのですか？
「間違い」と決めつけるには抵抗があり
⑨・米国製の憲法に立脚した運動にはた ます。但し、あくまで陛下はその上です。
いへん疑問を感じます。
⑧「保守」「リベラル」これも定義があ
憲法は国家と国民を過去の歴史や伝統精 いまいです。しいて言えば、一条の会は
神を受け継いでいく大切なものです。
「憲法一条には天皇のことが書かれてい
⑩・米国の弁護士ケントギルバート氏も る。一条にかかれているということは一
現日本国憲法は占領政策として作成され 番大事だからだ。そのことを国民に知っ
たと言っています。
ていただこう。」これがこの会の全てで
⑪・現憲法は直ちに廃棄して自国本来の す。今の憲法がどういう経緯でできたか、
憲法を制定することが緊急に求められな 一条の会はあえてそこまでは踏み込んで
ければなりません。
いません。もちろん、「保守」「リベラ
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
ル」・・・他人が一条の会をどう評価し、
先ず、憲法一条の会に興味をお持ちいた どのように呼ぼうがそれはその人の見方
だき感謝します。この書面が、まったく です。リベラルの人なら天皇陛下をおろ
知らない人からの物であったら、「ご高 そかにしていいのですか。「保守」と呼
説はよくわかりました。」とだけ返事し ばれるならまだ我慢できますが、「右」
ます。まさか○○さんに対し、そんな失 とか「右翼」と呼ばれるのは抵抗があり
礼もできるわけがありませんので、代表 ます。それは事実でないからではなく、
小野の許しを得、事務局長増木直美が真 すでにその人が我々を特殊なグループと
摯に答えさせていただきます。
色分けしているからです。右であろうが
左であろうが、天皇は日本国の父である
①について 先ず一条に何が書いてある わけです。イデオロギーで考えてはいけ
か、国民の９９％が知りません。西中島 ないと思います。貴兄は、私達にすぐ「洗
の駅頭でアンケート調査をしましたら、 脳されている。」と仰います。というこ
全滅です。５０名足らずの調査でデータ とはその言葉の背景に「私は洗脳されて
ーというほどのものではありませんが、 いない」と言いたいのだと思います。し
②全くその通りだと思います
かしそれが私には上から目線。思い上が
③皇室を日本統治に利用しようと思った り、傲慢、何様と感じます。
のであり、解体までは考えていなかった
一条の会は座標軸０。X=0 です。
と思います。むしろ逆で、皇室を解体し
一条の会は適切か否かはわかりません
たらマイナスだと思っていたと思います。 が、「天皇はえらいんだ」ということを
④ここは意見が分かれるところです。君 教え、「『皇太子さま』はマスコミが使
主制が絶対と考えれば破壊になりますが、 う誤った言い方で、正しくは（皇太子親
民主性も一つの方法と考えれば破壊には 王殿下とまでは言わなくても）『皇太子
ならないと思います。少なくとも今日現 殿下』だよ。と教えなければいけないと
在までは破壊されていません。「破壊」 思っています。」この基本的なことをほ
の定義にもよりますが。
とんどの国民が知らない。憲法は９条か

ら始まっていると思っています。子供達
に至っては、「天皇と皇太子殿下は君と
お父さんの関係のように親子なんだ。」
ここから教えないといけないんです。こ
れさえ知らないわけです。
この正月、護国神社と千里天神社で子
供相手にアンケート調査を行いました。
サンプルが３０人程度と少ないので、と
りあえず中間発表としますが、小学生～
高校生は全滅。天皇陛下が東京にお住ま
いなのも知らない。皇太子殿下のお写真
もわからない。そこで今度は天神社に場
所を移動し、巫女さん（大学生のアルバ
イト）にもお願いしました。ほとんど全
滅。成人の人にもお願いしたが５０歩１
００歩。子供相手に作った問題ですよ。
今考えているのは、写真を５枚用意し、
その中に天皇陛下のお写真も入れる。そ
して天皇陛下のお写真に丸を付けてくだ
さい。小・中学生は全滅だろう。大学生
で半分くらいはわかるかもしれない。
この現状を如何お思いでしょうか。憲
法が無効とかどうとか言っている時です
か。天皇陛下と秋篠宮殿下が親子である
ということが成人でさえわからない。そ
もそも秋篠宮がだれかわからない。もう
少しこのような現状を見ていただきたい
と思います。
このような国民に憲法無効などと声高
に言ってだれが理解できますか。日本と
米国が戦争した、これさえ知らないんで
す。その前に「米国」・・・ナニそれ？
「米国」＝「アメリカ」今の小中学生で
これがわかるのは１割もいないと思いま
す。この現実をいかにお考えですか。貴
兄のお考えは九九の計算ができない子に
因数分解の話をするようなものです。
「一
条の会」は子供達、いや大人でも、先ず
九九をしっかり教えようという会です。
現憲法が米国製に立脚していようがいま
いが、存在そのものを知らしめる。貴兄
と議論ができるような国民を作ることが

目的です。
⑨憲法無効論は石原慎太郎や西村慎吾先
生、長谷川先生、南出弁護士らが主張さ
れています。もちろん私も憲法無効が筋
だと思います。しかし私は現実派。原理
主義ではありません。現実主義をリベラ
ルというなら、私はリベラルです。
憲法無効を主張してそれで全国民が納
得しますか。上から目線（国民は皆憲法
の存在を知っていることが前提で、現憲
法は米国の押し付けであることを教え
る）ではなく、「憲法」という名前程度
は知っていても、それが何かすら知らな
い人が大多数という現実を見ないと、左
の思うようになってしまうと思います。
３０点の生徒は簡単に「９条は戦争法案
だ、戦争反対！」などという耳触りのい
い方に行ってしまいます。貴兄の周囲の
人だけ、意識の高い人だけが国を作るな
らそれもいいかもしれません。しかし最
後は国民投票ですから。左翼にも１票が
あることを忘れないでください。「どう
あるべきか」と「どうなるか」は分けて
考えないといけないと思います。
釈迦に説法ですが、そもそも現憲法を
否定すると社会秩序が維持できません。
道路があるのも、電気が付くのも、学校
があるのもすべて現憲法下の法律で運用
しているからです。
⑩今の憲法が押し付けであることは、
少々運動に関わっている人なら知らない
人はいません。だから「次の一手」をど
うするかです。あくまで原理原則で行く
のか、現実路線で行くのか。
「一条の会」は現実路線を行きます。い
ずれ憲法改正に政局は動くと思います。
その時、少なくとも今より悪い方向へ行
かせないために。
⑪そんなことは百も分かっています。た
だ、現実にできますか。できるならその
道筋を示してください。私達は実現可能
なベターな道を進みます。九九を覚えさ
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せ、３０点の生徒を何とか５０点に。
ⅰ愛子様
ⅱ佳子さま
先日、一条の会設立に関し、長谷川先生
ⅲ悠仁（ひさひと）君
とこの件で話し合いをしました。先生は
ⅳ皇太子殿下
ⅴわからない
我が国孤高の原理主義者だから話が合う ４ 天皇陛下の現在のお住まいは？
わけはない。しかし、お耳に入れないわ
ⅰ京都
ⅱ 大阪
けにはいかないから。先生からは「私は
ⅲ東京
ⅳ長野
参加するわけにはいかない、しかしすそ
ⅴわからない
野を広げることはいいことだ。頑張れ。」
とお言葉をいただきました。また、岡本 ５ よみがなを書いてください
先生からも同様なお言葉を頂戴しました。
皇太子殿下
「一条の会」の第一の信条は、現憲法に
おける一条での国民の在り方を問うので ６ 下記写真はどなたでしょうか
あって、我が国の在るべき憲法を志向し
ⅰ天皇陛下
ⅱ皇太子殿下
ているものではありません。
ⅲ秋篠宮殿下
ⅳひさひとちゃん
ⅴわからない
少なくとも、老若男女、国民全員が陛
下のお写真を見た時、「天皇陛下だ！」
と言えるような状態することが何より重
要で、急がねばならないことではないで
しょうか。

年

皇室に関するアンケート（小・中・高用）
お住まい
市
学年（小・中・高用）

問題（正しいと思う事柄を○で囲んでく
ださい）
わずかですが、アンケートの整理をし
１ 天皇陛下と秋篠宮（あきしののみや） ながら思ったことは、大変なところに手
殿下の関係は？
を付けてしまったな。ということです。
ⅰ兄弟
ⅱ従兄（いとこ）
今更 U ターンもできない。そもそも一
ⅲ義兄弟
ⅳ親子
条の会、
「最近マスコミ等で不敬発言が多
ⅴわからない
すぎる。許せない。
」と言うことから出発
しました。
２ 憲法１条には何が書いてあります
最近の同性婚を評し、よく、ふざけて、
か？
「強姦魔の方がまだ正常だよ。」などと言
ⅰ国際平和
ⅱ天皇
います。少なくとも意識的に不敬な発言
をしている連中は、陛下のお写真を見せ
ⅲ人権
ⅳ国際結婚
れば「陛下」であることくらいはわかる
ⅴわからない
でしょう。
、というのはあ
３ 次の呼称の内、正式な言い方（略式） 「まだましかもしれない」
まりにも強烈な皮肉です。
はどれでしょう？

その日は上京した足で、戦争経験者を
おふたり取材してきました。
一人は陸軍中野学校出身の方（93 歳）
、
もう一人は空母「瑞鶴」
元乗組員の方（86 歳）。中野学校の方は
戦後も情報戦で近隣
諸国にしてやられている現状を憂い、今
でも自分で勉強会を主宰
なさっています。（写真添付）
戦争経験者の方の紹介は大歓迎です。
御経験を等身大のまま
誠実に後世に残してゆく所存ですので、
よろしくお願いします！

億円は安い、と考えます。
不覚にも感情が溢れてき こんなことで韓国の慰安婦問題に絡めた
反日ヘイトが終わるわけはありませんが、
ました。
１月の宜野湾市長選、そして７月の衆参
衆議院議員 長尾たかし 同日選に勝つことを優先するのも政治で
しょう。
H27-12/25
国民は慰安婦問題は終わらないことを
肝に据えて朝鮮半島支配をめぐる歴史戦
おめでたい天皇誕生日ではありますが、 を戦い抜く覚悟が必要です。
今日は所謂 A 級戦犯、松井石根、東條英
===================================
機、広田弘毅、土肥原賢二、木村兵太郎、
まったく同感。こんなお歳暮、一番やり
板垣征四郎、武藤章ら 7 名の死刑執行が
たくなかったのは安倍さん。すべて憲法
行われた日でもあります。当時皇太子で
改正の為だと思います。 増木
あられた今上陛下の、お誕生日に執行さ
れたのです。この意図的な事実を私達は
天長節（天皇誕生日）
心に刻まなければなりません。
陛下お誕生日の宴席後、巣鴨プリズン
には、皇居へ参賀
跡地、東池袋中央公園の慰霊碑に、宴席
大阪国際大ビジネス学部 久野 潤
にてお持ち帰りに陛下から頂戴した、お
H2712/25
饅頭をお供えし、妻と一緒に永久平和を
誓いました。
御世話になっております、久野です。
不覚にも感情が溢れてきました。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 。日の丸の小旗が無数に翻る様子は壮観
でしたが、どんな時も我々国民のことを
感情が溢れるのもじれまた武士では。
考えて下さっている天皇陛下、
本年三月十三日、NPO 法人百人の会は、 そして建国以来 2000 年以上我が国を支
大阪市会議員 辻淳子 理事長を先頭に、 え続けてきてくれた無数の
一条の会副代表、岡崎の杉田謙一氏の案 先人たちにただただ感謝です。
内で愛知県三ヶ根山に右記７名の殉国者
の慰霊をするため、京都北山の神主中村
重行氏に同道いただき赴きます。是非ご
参加ください。関西からはワゴン車で、
他の地区からは JR 蒲郡駅に集結したい
と思います。

徳永信一

政府の決断を歓迎
弁護士
H27-12-29

韓国政府の理不尽を暫らくの間停止さ
せ当面のアメリカの歓心を買うのに１０

9

Ｍ情報（MASUKI
Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告

10
平成 28 年 1 月 20 日（172
日（17210）
172-10）

慰安婦問題 に 関 する岸田
する 岸田
慰安婦問題に

韓国とは、法治の概念を理解できない、我
が国と「基本的な価値を共有しない」
外相韓国訪問に関して
外相韓国訪問に
相手なのです。
国家間の条約や約束事を守ることが、ど
東京 児島謙剛
れほど重要であるか、その意味すら理解で
仕事からの帰宅早々、本文中にある速報 きず、ひたすら「ゴールポスト」を動かし
続ける、そういう相手なのです。
記事が目に飛び込んできました。
心ある日本国民の意に反して、本件の対
そのため、居ても立っても居られず、いつ
もの３箇所（官邸、外務省、総理）宛てに 応を誤るような結果に陥れば、安倍政権ひ
下記の意見・要請メールを送った次第です。いては自民党の崩壊にも直結しかねない
それにしても、年の瀬も押し迫り、仕事 ことを肝に銘じて頂く必要があります。
納めも間近というのに、何でこんな時期に、 繰り返しになりますが、政府・官邸にお
こんなややこしい話を、わざわざこちらか かれましては、韓国に対して、決して安易
な「配慮」「譲歩、妥協」をせず、賢明な
らしに行きますかね・・・
対応をして頂きますよう、重ねてお願い致
します。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
♪

いわゆる「慰安婦問題」 決して安易な妥
協をしないでください

岸田外相「汗をか
日韓外相会談 岸田外相「
慰安婦問題で開催調整
く」慰安婦問題で

以下の速報記事を目にしました。
毎日新聞
12 月 25 日(金)
報道内容が事実であるとすれば、憂慮を感
◇早期妥結に強い意欲を示す
じざるを得ません。
岸田文雄外相は２５日午前の記者会見
で、慰安婦問題の最終決着を目指して２
＞岸田外相に
岸田外相に年内訪韓指示＝
年内訪韓指示＝慰安婦 ８日の開催で調整している日韓外相会談
問題で、２８日
２８日にも会談
にも会談－
問題で
会談－安倍首相 について、「知恵をしぼり、全力で取り
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=20 組み、汗をかく用意がある」と述べ、早
期妥結に強い意欲を示した。
15122400803
岸田氏は訪韓の意義について「首脳間
いわゆる「慰安婦問題」に関し、韓国に で合意した協議を加速し、早期の妥結を
対して、くれぐれも安易な「配慮」や「譲 する努力を続けている。その努力の一環
歩、妥協」をしないようにお願いします。 だ」と強調した。
慰安婦問題を巡っては、日本政府は１
ユネスコの世界遺産登録に際して、外相同
９６５年の日韓請求権協定などで「解決
士、すなわち国家同士の合意を反故
にした挙句、土壇場で裏切った韓国の所業 済み」との立場だ。外相会談では妥協策
として、元慰安婦に対して、人道的見地
を、よもやお忘れではありますまい。
産経新聞・前ソウル支局長の起訴・裁判 から医療・福祉の支援策などについて協
という異常事態を例に挙げるまでも無く、 議する見通し。政府は今年度、アジア女
性基金のフォローアップ事業で、元慰安

婦に対する福祉支援として約１５００万 泰孝さん（５８）が府に処分取り消しなど
円を充てており、支援金の増額を検討し を求めた訴訟の判決が２１日、大阪地裁で
あり、内藤裕之裁判長は原告の請求を棄却
ている。
した。
大阪府では橋下徹氏が知事だった平成
ヘイトスピーチ 中止を
初勧告 ＝ 法
ヘイトスピーチ中止
中止を初勧告＝
２３年６月に、府内公立学校の教職員に、
務省、右派系団体前代表に
右派系団体前代表に
務省、
行事の際の国歌の起立斉唱を義務づける
時事通信 12 月 22 日(火)
全国初の「国旗国歌条例」が施行。訴訟で
法務省は 22 日、東京都小平市の朝鮮
原告側は同条例が「思想・良心の自由を侵
大学校前でヘイトスピーチ（憎悪表現）
害している」として違憲・違法性を訴えて
を行った右派系グループの前代表に対し、
いた。
今後同様の行為を行わないように文書で
判決によると、奥野さんは平成２５年３
勧告した。
月にあった同校の卒業式で、キリスト教徒
悪質な人権侵害に当たるためで、同省
であることなどを理由に国歌の起立斉唱
がヘイトスピーチで勧告を行うのは初め
をしなかった。前年の卒業式でも不起立を
て。
理由に戒告処分を受けており、府は「違反
同省によると前代表は、2008 年 1 月
行為を繰り返した」として、より重い減給
から 11 年 11 月まで 3 回にわたり、朝
１カ月の懲戒処分としていた。
鮮大学校前で関係者に「朝鮮人を日本か
判決理由で内藤裁判長は過去の最高裁
らたたき出せ」などと怒号を浴びせた。
判例に基づき「公立学校の式典における国
被害者側が東京法務局に申し立てていた。
歌の起立斉唱は慣例上の儀礼的所作で、個
勧告は「在日朝鮮人は犯罪者と決めつ
人の思想・良心の自由を直ちには制約しな
け、憎悪、敵意をあおり、人間としての
い」と判示。起立斉唱を求めた校長の職務
尊厳を傷つけるものだ」として、ヘイト
命令や、その根拠となった同条例の違法性
スピーチを繰り返さないよう求めた。た
を否定した。
だ、勧告には法的な強制力はなく、法規
減給処分についても「卒業式の受け付け
制の必要性を指摘する声もある。
業務を放棄して勝手に式場に立ち入り、上
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
司の退場指示にも従わなかった」として重
「右派系団体」固有名詞は書いてないが、
すぎるとはいえないと述べ、適法と結論づ
わからない人はいない。この「右派系団体」
けた。
のおかげでどのくらい迷惑しているか。今
大阪府の「国旗国歌条例」をめぐる裁判で
までやってきた通常の街宣さえ「ヘイト」
請求を棄却された原告の府立支援学校教
と言われる。その責任をどうとるつもりな
諭、奥野泰孝さん＝２１日午後、大阪地裁
のか。 増木
前
府教委によると、府条例施行後に処分さ
れた教職員は戒告処分５４人▽減給処分
国歌
国歌「
「君が代」不起立
不起立で
で減給処分
減給処分は
は
２人。これまでに延べ１２人が処分取り消
５８歳教諭の
えを棄却
適法 ５８歳教諭
歳教諭の訴えを棄却
しを求める訴訟を起こしている
2015.12.21 サンケイ
卒業式で君が代を起立斉唱しなかった 福岡・飯塚市議会＞
飯塚市議会＞資産公開を
資産公開を廃止
ことを理由に減給処分を科したのは違法
議員提案可決
だとして、大阪府立支援学校の教諭、奥野
毎日新聞 12 月 18 日(金)
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11）

福岡県飯塚市議会（定数２８）は１８
日、市長ら特別職と市議の資産公開制度
を廃止する政治倫理条例改正案を議員提
案し、賛成多数で可決した。来年４月１
日から施行される。資産公開法の規定で
市長分の公開は必要なため、市は年度内
に新たな条例を提案する方針。来年度か
ら議員の資産公開がなくなることについ
ては、有識者から批判の声が出ている。
改正案は、議員有志の勉強会などで成
案化され、資産・所得・関連会社の報告
書の提出義務やその内容、閲覧に関する
条文を削除した。一方、首長や議員らの
口利きなどの影響を排除する対象に、市
関連の公社や出資法人を追加し、贈収賄
などの罪に問われた際の市民向け説明会
の厳格化も盛り込んだ。
改正案をとりまとめた江口徹議員は提
案理由を「多額の税金を使いながら、（報
告書の）閲覧者がほとんどいないなど形
骸化している」と説明した。
旧飯塚市の政治倫理条例制定にも関わ
った斎藤文男・九州大名誉教授（８３）
＝行政法＝は「言語道断の一言。資産公
開は政治倫理条例の柱であり、それを抜
くことは条例の無効化を意味する。公職
にある者が身ぎれいであることを自ら立
証するのが制度の趣旨。抜け道など不備
があるなら、対象に配偶者や扶養親族を
加えるなど改善すればいい。議員の都合
で勝手にやめてしまうのは改悪であり許
し難い」と批判した。【平山千里】
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

「資産公開を廃止」・・・当然だ。個人
の資産を見せろなどと、あさましい。
（心が）貧乏人の発想だ。彼女からプレ
ゼントされた車を持っていてなぜ悪い。
怒る権利があるのは嫁だけ。
政治家は「仕事をしたか否か」が全て
ではないか。橋下が 8 年間でいくら資産
を増やそうが関係ない。仕事をしてくれ
たのだから。

宝塚市の中川市長。個人資産は増えてい
都は、都内の保健所や医療機関
ないだろう。しかし市の財政は、明日は で確認されたＨＩＶ感染者やエイ
夕張。こっちの方がよほど問題だ。小さ ズ患者を集計しており、感染者は前
な正義、街の破綻！
増木
年比５６人増の４１５人、患者は同
１３人減の９７人。性別 では男性
宝塚市で同性カップルに
同性カップルに「
証明書」 が９６・９％を占め、推定される感
宝塚市で
カップルに「証明書」
染経路は、同性間の性的接触が７
全国３例目
…全国３
２・９％、異性間の性的接触は１
2015 年 12 月 01 日 読売
７・８％だった。
年代別では、感染者は２０、３０
兵庫県宝塚市の中川智子市長は３０日
歳代、患者は３０、４０歳代が多く、
の記者会見で、同市在住の同性カップル
それぞれ全体の７割弱を占めてい
に対して来年６月から、パートナーであ
た。
ることを認める「証明書」を発行する考
都は、都内の保健所などで、匿名
えを明らかにした。
で受けられる無料の検査を実施し
同様の取り組みは東京都渋谷区、世田
ている。都福祉保健局は「感染して
谷区に次いで、全国で３例目になる見通
も、適切な治療を早期に始めれば、
しという。
発症を抑えられる。不安がある人は
市によると、同性カップルが宣誓書を
検査を受けてほしい」と呼びかけて
提出すれば、公式な文書として保存し、
いる。
パートナーと認定する受領証を発行する。
問い合わせは、都ＨＩＶ／エイズ
市営住宅での同居を認めるほか、不動産
電話相談（０３・３２９２・９０９
業者や病院などにはパートナーとして扱
０）。平日午前９時～午後９時、土
うよう働きかける考えで、性的少数者を
日祝日午後２時～同５時。
対象にした電話相談窓口も開設する予定。
（2015 年 4 月 21 日 読売新聞）
渋谷区は条例を制定したが、市は世田
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
谷区を参考に、議会での可決が不要な要
前の二つの記事を総合して考える
綱を来年３月までに作成する考え。条例
と、『エイズの街宝塚』と言われて
ではないため、渋谷区が定めた、著しい
もおかしくないような事態になる
人権侵害をした業者名の公表などはでき
のではなかろうか。
ないという。
確かに「韓国人は日本海に叩き込
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
め！ ソウルは火の海に！」は言い
都内で２０代のＨＩＶ感染最多、同性間
過ぎだろう。しかし、これだけ韓国
性的接触が７３％
人の犯罪が増えると、「朝鮮人を見
たら犯罪人と思え」もあながち人種
東京都は、昨年１年間に都内で確認さ
差別と言えないのではなかろうか。
れたエイズウイルス（ＨＩＶ）感染者と
一部の幼稚な人たちが面白おかし
エイズ患者の合計が前年比４３人増の５
く韓国人に対して暴言を吐いたた
１２人となり、統計を取り始めた１９８
め、韓国人批判が全て「ヘイト」、
９年以降で３番目に多かったと発表した。
「差別発言」となってしまった。し
うち２０歳代のＨＩＶ感染者は前年比
かし、確率統計的にあまりにも韓国
４５人増の１４８人で過去最多だった。
人の犯罪が多いのは事実だ。増木
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活動資金ご協力のお願い

今日は一月三日。早い 万全の対策。早々と新婚二ケ月の美鈴さん 新地を見たいと言い出した。帰り路だから 「先生、これで首相の目はあきらめてく
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