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津川雅彦氏ご講演

方は事務局にご連絡ください。）
なお、津川氏のお話は「靖国には戊申
戦争で敗退した白虎隊等も入れないとい
靖国神社
にはすべての英霊を
英霊を！ けない。南も北も受け入れているアメリ
靖国神社にはすべての
にはすべての英霊
カのアーリントン墓地に負けている。た
３月１８日、新大阪ガーデンパレスに
とえ朝敵であったとしても日本の為に闘
て弊憲法一条の会も共催し、
「英霊を被告
ったことには間違いないのだから入れな
にして委員会・大阪裁判勝訴報告会」が、 いといけないそうすれば誰からも何も言
この裁判に関わった徳永信一、中村正
われない。」と言うものです。
彦 、岩原義則、上原千可子、関西の全
お話しされた内容はだいたい次のよう
弁護士、三木けえ元衆議院議員、辻淳子 なことでした。
大阪市会議員等議員 10 名をはじめ、名
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
古屋、東京、新潟等の御遠方から、靖国
訴訟勝訴おめでとうございます。弁護
を愛する人たち、１００余名が集い盛大
士各位、ご苦労様でした。
に開催されました。
靖国の桜になって再び会おうと言って
そして今回の特別ゲストには、この裁
判の筆頭参加人の一人、俳優の津川雅彦 亡くなられた、その人たちの思い、そう
氏が東京から駆けつけてくださいました。
あいにくのお天気でしたが、報告会は
大変盛り上がり、活気にあふれた集会と
なりました。
戦いはまだまだ終わりではありません
が、大変な時だからこそ、集って目標を
あらためて見つめ、元気を出して次に備
えるひとときは大切だと思います。
このたびの資料の中には、弁護団の徳
永信一弁護士がこれまでに書かれた論考
を集めた冊子『座標軸ゼロからものを見
る』があります。徳永先生は、一条の会
の顧問でもあります。愛国活動にあたっ
てのヒントが沢山詰まっていますので、
じっくりお目通しいただければ幸甚です。
（十分余分に作ってあります。ご希望の

祝祭日には
祝祭日には
国旗を掲げましょう
国旗を

いう人達と心のなかで再会を果たす、そ
して感謝を申し上げる、それが靖国にお
参りする人の心だと思います。
昔ある政治家が、東条英機は合祀すべ
きか分祀すべきかを私に問うた。私は、
演じただけで東條さんとは何の関係もな
い。意見を申し上げる器ではない。と申
し上げた。しかし、東条英機を演じた縁
で、東条英機になったつもりでならお応
えできる。合祀分子はどうでもいいんじ
ゃないの。好きにしたら。それが東條さ
んのご意見だと思います。
百年何も言うな。東條さんは遺言に書
いておられる。百年経っていないけども、
彼は好きにしたらいいんじゃないのと仰
ると思う。生きている我々はどうしてい
けないんだ、お参りしたら
なぜいけないんだという
思いがあります。
私は毎年 8 月 15 日には
毎年靖国にお参りしてい
ますが、今回どなたかが心
が傷ついたと言われてい
ますが、そんなこと人の勝
手だろう。そこまでいちい
ち言論の自由を束縛され
たらたまらない。という思
いでいました。今回裁判で
勝訴したということです
が、まだまだ最高裁まで行
くでしょうから余計な人
たちだなと思います。反省

しない人たちなんでしょうね。
私は、靖国がこういったことでガタガ
タガタガタ、後ろ指を指されるいわれ
はないわけですが、一つ思うことがあり
ます。
アメリカのアーリント ン墓地、ここ
は南北の闘った人たち全員を合祀して
います。ところが靖国神社には西 郷隆
盛は祀ってない。さらに言えば合図の人
達も祀ってない。
つまり天皇陛下に逆らった人はダメな
んだ。これは神道と違うんじゃないか。
神道は亡くなった人達は皆英霊だ、神様
になるのだ。だからＡ級もＢ級もなかろ
う。このように思って東条英機をやりま
した。ところが、これではアーリントン
墓地には負けるのではないか。
キリスト教の国ではこのようにしてい
るのに神道の日本でも、日本の為に闘っ
た会津の少年たちも祀らないといけない
のではないか、そうすれば誰も何も言え
ないのではないか。日本の為に闘った人
たちは皆靖国に祀られているんだよ。
靖国大ファンの私としてはいろいろ言
われることが悔しいんです。
東條英機を分祀した方が良いなんてい
う人に私は腹が立つ。同じように会津の
人達も思うんじゃないか。日本の為に働
いた人たち皆入っていただいたほうがい
いと思う。靖国にお参りするたびに残念
に思います。
天皇陛下の下、維新で不幸にも敵味方
になったけども同じ日本人じゃないか。
韓国の亡くなった方も日本の為に闘った
ことは間違いないのだから合祀しても
いいんじゃないか。アーリントン墓地に
負けない靖国になってほしいと思ってい
ます。日本の為に闘った特攻隊の人達に
も白虎隊の少年たちにも手を合わせてい
ただきたい。こういう意見もあるという
ことを知って頂きたい。
ありがとうございました。
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ⅳ五木ひろし

ⅵわからない

日 於
月
H28 年

ⅴ日本国大統領

）
ⅶその他（

ください）

ⅱ評論家

ⅳ政治家

ⅴ元首

ⅲソウフトバンク社長
ⅰタレント

）
ⅶその他（

『天皇陛下』は死語？

ⅲ天皇陛下

子学生が、元首まで答えられた。言葉使
い、服装等全く現代の高校生とは違う。
仲間からは「ヘンな子」と言われている
のかもしれないが、私から見れば唯一ま
ともな子。きちっとした家庭のお嬢さん
だと容易に想像がつく。
昭和の大俳優「植木等」でも「加山雄
三」でもだれでもいい。彼らの写真を子
供に見せ、「この人だれ」。こんな感じな
のだ。
「天皇陛下」だ！ と言った子が一人い
る。聞くと小学校３年生。横でお父さん
が、「うちの子は軍歌が全部歌えます。」
特殊な子でした。
「天皇陛下」という言葉そのものが、す
でに子供の間では死語になっているとい
っても言い過ぎではない。子供も５年経
ったら大人だ。
「進む皇室離れ」では済ま
なくなってくるのではなかろうか。

ⅰ安倍内閣総理大臣 ⅱ石川啄木

報告 憲法一条の会 事務局長 増木直美

街頭アンケート（LevelⅠ）

H28-3-20
また「お前が一番不敬だ！」と言われ
そうですが、
「加山雄三とかけまして、陛
下と説く。その心は。高校生以下、写真
を見せても、だれかわからない。
」
１月３１日（堺東駅前）と２月１日（北
千里駅前）両日、街頭アンケートを行な
い増した。ご覧の通り、極めて単純なア
ンケートです。両日で小学生５人、中高
生５人足らずですが、調査にならない。
全滅。１番がわからないのだから２番へ
進みようがない。このまま１００人やろ
うが１０００人やろうが、正解率が１、
２割くらいにはなっても７、８割はあり
得ない。ただ、堺東で一人だけ高１の女
上記写真の人は、どのような御方でしょう（○で囲んで
２

どなたのお写真でしょうか（○で囲んでください）
１

歳
市 学年（小・中・高用） 年 or
お住まい
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宮内庁は 29 日、天皇陛下がインフル
エンザにかかられたと発表した。37 度
台後半の熱などの症状があるため（ᵄお
ありになるため）、同日の公務を取りやめ、
皇居・御所で静養している（ᵄされてい
る）という。
同庁によると、陛下は 27 日午後から
発熱を伴うせきなどの風邪の症状があり
（ᵄおありになり）、28 日夜、御所での
検査で A 型インフルエンザと診断された。
29 日に予定されていた離任するタンザ
ニア大使との面会などの公務は、日程を
再調整する。3 月 1 日以降の（御）公務
については、今後の症状を見て決め
る。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。
・。・
陛下の一日でも早い御回復を祈念してい
ます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

また看過できない新聞の記事を見つけま
した。
「皇太子殿下」を「皇太子さま」と呼ぶ
より、もっとひどいと思うのですがいか
がでしょうか。・・・。
私とて、特別な言い方を知っているわ
けではありませんが、せめて（ ）内程
度の言葉遣いはあってしかるべきだと思
います。尊敬語とまで行かなくても、せ
めて丁寧語くらいは使うべきではないか。
記事は、宮内庁の言葉を引用していま
す。宮内庁の報道担当に電話を入れたら、
「『3 月 1 日以降の公務については』な
どとはまず言わない。
『御公務』と言って
いるはずだ。」と言われました。「宮内庁
に抗議しなければならないような言い方
は止めてよ。
」と申し上げたら「も
ちろんです。
」と笑っておられました。

憲法一条の会 事務局長 増木直美
H28-3-10

両陛下のご存在は日本が せめて丁寧語くらいは
日本である理由

憲法一条の会 代表 小野馨子
H28-3-15

東日本大震災から 5 年が経ちました。
各テレビ局ではいろいろな震災の特集を
組んでいます。その中に面白い記事があ
りました。
「岩手県花巻市で、被災したペットを特
集した写真展が開かれている」ときいて
調べてみました。紹介文にあった「どん
な生きものも命に違いはない」というコ
ピーと、いくつか掲載されていたモノク
ロの写真は、あのときの暗いニュース映
像のイメージとだぶって見えて、あらた
めて被災地を思いました。
あの時の揺れ（関西でも、ちょうどそ
のとき六甲アイランドに居り、かなりの
揺れと船酔いのような気持ち悪さを感じ
ました）、また神戸で地震かと驚き、そ
の後見たニュース映像に自分が見ている
のが現実だと飲み込めず、身体が固まっ
てしまったのを思い出します。何か、前
置きが長くなってしまいましたが、震災
報道の中でも、天皇皇后両陛下の被災地
ご訪問のニュースは印象的でした。
先日、一条の会幹事の北中さんと話し
ていたのですが、とりわけ日ごろ街頭に
出て「愛国」とか叫んでいる私たちとは
かなり縁遠いであろう人々が、両陛下が
お出ましになり励ましのお言葉をかけて
くださることに大感激して涙する場面に
ついて、「両陛下を前に感情が爆発して
しまうという、これこそ日本人の心です
ね」と。
両陛下のご存在は日本が日本である理
由であり、両陛下は日本国の両親である。
歴史とか憲法とかの難しい理屈でなく、
絶望しそうな人々が、あの時に流した喜
びの涙が最もシンプルに表していたと思
います

のならお詫びしなければならない。
全国警察国旗掲揚調査
下表のとおり、誠意ある警察が半数
弊会は H28 年 2 月 1 日、全国 47 都
ある中、無視された警察も半数あった。
道府県（北海道は管区本部）の警察本部・
誠に残念である。
警察署・交番の祝祭日における国旗掲揚状
況を調査した。結論から申し上げると、各
設問は次の通り
設問は
警察、お忙しい中、我々の質問に誠意且つ
挨拶・・・略
真摯に対応していただいたこと、まずもっ
各都道府県警察（警視庁）における、
てお礼を言わなければならない。そしてき
祝祭日の国旗掲揚の状況についてご質
っちりやっていただいている。日本の警察
問させていただきます。
（適当な項目に
はいろんな意味で頼りになる。「さすが日
○、またはコメントを記載ください）
本の警察」これが結論だ。
本音のところは回答はないと思ってい
１各都道府県警察本部について
た。ただ、調査という形で書面を送ってお
貴都道府県警察本部（警視庁）では
けば、いい刺激にはなるだろう、ハッとし
祝祭日の国旗掲揚状況はいかがでし
て国旗の掲揚率がアップすればいいがこ
ょうか。
の程度にしか考えていなかった。
ⅰほぼ 100％掲揚している。
回答は下記と通りだが、1 つ分かったこ
ⅱだいたい（
）％位掲揚
とがある。「国旗掲揚に関し○○の規則が
している
あります。」という回答が多い。またはぐ
ⅲほとんど掲揚していない
らかされた。当方は規則があるか無いか、
ⅳその他
そのようなことを聞いてるんじゃない、国
旗を掲揚しているかどうか、実際を聞きた
２市区町村の警察署について
いのだ。こう思った。ところが回答を読み
貴都道府県の市区町村の警察署では、
進めるに従い、これは違う。と思った。我々
全体として祝祭日の国旗掲揚状況は
は日々組合や日教組を相手している。嘘八
いかがでしょうか。
百が平気で、真実のない連中とばかり対峙
ⅰほぼ 100％掲揚している。
してきた。だから、日の丸の配下はみなは
ⅱおおよそ（
）％位掲揚
ぐらかしのエキスパートと思い込んでい
している
たのだ。ところが警察は、規則＝実際、現
ⅲほとんど掲揚していない
実で、規則を守らないことが世の中に存在
ⅳその他
するとは思っていない。規則 があるとい
うことは「きっちりやっていますよ。」と
３各交番所につて
いうことで、そのことを行間から読み取ら
貴都道府県の交番所（派出所）では、
なければならないのだ。確かにお巡りさん
全体として祝祭日の国旗掲揚状況は
は車の運転はおとなしい。スピードオーバ
いかがでしょうか。
ーはあまりしない（もちろん飲酒運転等の
ⅰほぼ 100％掲揚している。
派手な奴もいる。しかしそれは例外）。私
おおよそ（
）％位掲揚
達がいつも言う「国旗国歌法など不要。当
している
たり前のことだから」と同じ理屈で、規則
ⅲほとんど掲揚していない
にあるということはきっちりやっている
ⅳその他
わけだから細かいこと聞くなよ。と言いた
かったのかもしれない。失礼な質問だった

（回答できない）
（回答できない）
ほぼ１００％
ほぼ１００％
ほぼ１００％
HP 参照
（回答無し）コメントなし、書類返却のみ
県と合同
'
ほぼ１００％
啓お札関東常駐鋼板はほぼ１００％
100％（県庁と合同）ほぼ１００％把握してない 通達甲警第４６号 H11-8-17
ほぼ１００％
ほぼ１００％
ほぼ１００％
HP 参照
「国旗掲揚等取扱要領」に従いやっている
HP 参照
例規通達を発出し徹底を図っている
HP 参照
ほぼ１００％
ほぼ１００％
ほぼ１００％
H13-3-29 例規 33 号
（任意書面）県と合同 訓令で規定 同左
HP 参照
（任意書面）
「国旗掲揚等取扱要領」に従いやっている
2010/4/1 通達 49 号
県と合同、県が掲揚 ほぼ１００％
ほぼ１００％
期間経過のため廃棄
ほぼ１００％
ほぼ１００％
ほぼ１００％
HP 参照
（回答無し）コメントなし、書類返却のみ
ほぼ１００％
同左
同左
（任意書面）国旗掲揚に努めている
（回答無し）コメントなし、書類返却のみ
（回答無し）コメントなし、書類返却のみ
回答できない（電話）きちっとやってます 同左
（任意書面）規定に基づき適正に対応
HP 参照
（回答できない）
HP 参照
例規通達を発出し徹底を図っている
同左
同左
HP 参照
（回答無し）コメントなし、書類返却のみ
ほぼ１００％
同左
同左
内規を定め適正に運用
（任意書面）内規を定め適正に運用

北海道警函館本部
北海道警北見本部
岩手県警察本部
宮城県警察本部
福島県警察本部
茨城県警察本部
群馬県警察本部
埼玉県警察本部
千葉県警察本部
神奈川県警察本部
新潟県警察本部
山梨県警察本部
長野県警察本部
静岡県警察本部
富山県警察本部
石川県警察本部
福井県警察本部
岐阜県警察本部
愛知県警察本部
三重県警察本部
大阪府警察本部
兵庫県警察本部
鳥取県警察本部
岡山県警察本部
広島県警察本部
山口県警察本部
佐賀県警察本部
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県警本部の状態
都道府県警察本部
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一切の回答のない各県警察本部
北海道旭川方面、北海道釧路方面、青森、秋田、山形、栃木、警視庁、滋賀、京都、奈良、和歌山、島根、徳島、
香川、愛媛、高知、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
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三ヶ根山にて殉国七士を
慰霊
憲法一条の会 代表 小野馨子
３月１３日、殉国七士の眠る三ヶ根山
（愛知県）に、慰霊のために大阪から百
人の会の皆さんと一緒に出向きました。
もともとは一条の会副代表の杉田氏か
ら「東京裁判判決に従い、死刑執行され
た 7 名の軍人・政治家を祀っている場所」
という話を伺い、一度は訪れねばと昨年
から企画していました。週一回清掃奉仕
をされているそうです。本当に頭が下が
ります。
７ 人の遺骨は実際に碑石の下に埋ま
っており、
「考えようによっては、靖国神
社以上に重要な場所だといえる」と百人
の会事務局長の増木氏。向かう途中、
グリー ンホテル三ヶ根に立ち寄り昼
食。そして、この慰霊に参加された、
初めてお目にかかる方々とあらため
て会設立についてお話し、賛同を い
ただきました。また、昭和天皇がご
宿泊された客室を見学。十畳ほどの
部屋が二つ、あまりの質素な部屋、
陛下の人柄に触れ目頭が熱くなりま
した。
慰霊碑の前で京都北山九頭神社の
中村重行宮司による修祓の儀、祝詞
奏上、続いて各会の代表者で玉串を
供えさせていただきました。
その後岡崎市内に移動し、岡崎城
址巽閣にて理事会。愛知の教育を良
くする会から日の丸掲揚運動の報告、
一条の会の警察署の国旗掲揚状況の
調査報告など。愛知県の偉人に纏わ
る話、興亜観音に関する逸話もあり
愛知県は非常にレベルが高いなと、
毎回のことですが見習わねばと反省
です。かなりの駆け足でスケジュー
ルをこなした今回の出張で発見した
のは、君が代や海ゆかば、海の鎮め

の伴奏に、尺八が意外と好評だったとい
うことです。奏者は私、小野馨子です。
フフフッ。

絵本について

憲法一条の会 代表 小野馨子

ちんと」 etc
いろんな考え方の絵本や児童書が世の
中にあるのは良いことですが、「戦争・

活動資金ご協力のお願い

参加された皆様おつかれさまでした！
以前、漫画「はだしのゲン」の天皇陛 平和を考えるえほん」などと称したもの
ちなみに今回訪れた慰霊碑の近くに建て 下への侮辱表現、閉架騒動が話題になり の多くは左派グループが好むような内容
られている三ヶ根観音には、フィリピン ましたが、これがきっかけになり児童書 で、これは問題だと思います。幼少期か
方面戦没者を祀る多くの碑があります。 や絵本、マンガの内容に目を向ける機会 ら刷り込んで、偏った人間を育てている
恥ずかしながら私自身これまでこの場所 ができたのは良かったと思います。子供 ようなものです。
についてよく知らなかったのです。日本 向けの本の内容はもっと注目されて良い
戦争以外では、神話は私達が力を入れ
人が忘れてはならない特別な場所ですね。 と思います。
ねばならないテーマですがそれすら、中
教科書は授業中「読まされる」もので 山千夏氏が題材にして本を書いています。
※三ヶ根山に眠る殉国七士
中山氏はちなみに、このような集会に出
【軍人】東條英機（首相・陸軍大将）
・土 すが、図書室の児童書は生徒が自分で選
てくる人物です
肥原賢二（陸軍大将）
・板垣征四郎（陸軍 び、楽しんで読むので、教科書より更に
（抜粋）九月二十三日、「雅子の挫折・
大将）・木村兵太郎（陸軍大将）・松井石 頭に入りやすく思い出にも残ります。
反日的なメディアについては、ネット 皇太子の不満 皇室スキャンダルを問
根（陸軍大将）・武藤章（陸軍中将）【文
でもほぼ毎日議論されていると思います う」が反天連の主催で行われた。
官】広田弘毅（首相）
※過去の発言「女帝が良い。女帝にな
が、朝日新聞などはすでにある程度、
物の見方が完成された年齢になってから れば、そのうち皇室が消滅する」
右より福留、村岡、髙岡、池田、中村、
読むものでありすでにそれまでに自虐史 http://www2s.biglobe.ne.jp/~mmr/g
増木、小野、辻井、福島
観が刷り込まれている人の考え方を変え local/2004/664/masako.html
るのは大変なことです。左に傾きそうな 子供から読める、国防の大切さを描いた
本を幼少期にずっと読んでいれば、成長 絵本、ちゃんとした古事記の絵本が必要
してからは自然と朝日新聞を読むように だと思います。
なります。
「何気ない」日常の中で強力に刷り込む
ので、私達は、絵本の影響力を侮っては
いけないと思います。
まずは、平素より私どもの活動に力強い
☆「おきなわ 島のこえ」
ご支援を賜り心から御礼申し上げます。
内容：沖縄集団自決
このレポートにもありますように、日本
☆「ひろしまのピカ」
の将来、子供達に輝く未来を約束するた
いわずとしれた、これも丸木俊氏の作品。 め、なによりも皇室を大事に思う運動を展
原爆絵本の中では知名度ナンバーワンだ 開する任意団体です。ところが問題は活動
と思います。「労働力としてむりやり連 資金。特別なスポンサーなどはなく寄付で
れて来られた朝鮮人が死んだ」という箇 賄っています。今まで以上にがんばりま
所がありますが私はこれは、この１文さ す。何卒資金のご協力を伏してお願い申し
えなければいい本だと思います。
上げます。
☆内容が戦時下の生活で、無難な作品の ○ 寄附（カンパ金）の主な使途
例を少し
・活動の為の資料作成費・発送費
「ちいちゃんのかげおくり」「ふたりの
・交通費・通信費・備品購入費等
イーダ」 「かわいそうなぞう」「一つ ◇ 同封の郵便振替にてご協力ください。
の花」「おとなになれなかったおとうと
または郵便振替
たちに」 「木琴」 「石臼の歌」 「ま
00960-4-308709 憲法一条会

