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謹賀新年
昨年は東日本大震災、福島原発、台風による被害、中国・韓国の尖閣・竹島への明からさまな
侵犯、NPP 加盟問題など内外ともに「国難」が一気に押し寄せた感がありました。これに対して
民主党政権下では悉く毅然とした対応をすることができず、国力が衰退することを露呈致しまし
た。一方、大阪では橋下改革に支持が集まったことは、混迷の中、多くの人々が一条の光を見出
しているから他なりません。
本会では尖閣署名活動、英霊顕彰の新聞意見広告の呼びかけ、金美齢先生講演会と広く府民に
我が国の危機の現状と守るべきものとは何かを訴え続けてきた１年でした。この成果を基盤とし
て、今年は次の課題を重点目標と致しますので、会員の皆様のご協力をお願い致します。
１、大阪市内の支部づくりを具体化する。
２、将来の本会を支える青年部会を立ち上げる。
■千羽鶴と色紙を持参して ～日本の誇り・自衛隊
日本会議大阪女性の会運営委員長 濵野矢代依
日本会議大阪女性の会では、去る 11 月 16 日、この度の東日
本大震災に於ける自衛隊の皆様の救援活動に対して、感謝と激
励の５千羽の鶴と５枚の寄せ書きの色紙を、女性の会メンバー
自衛隊員の方々と記念撮影
６名で伊丹の陸上自衛隊第３師団に持参した。
中村広報室長より、私達のために特別に編集して下さった映像を見ながら地震・津波・原発の
被害の状況や自衛隊の活動等ついて、ご説明頂いた。この第３師団からも約 500 名の隊員が、
「入
浴・給水・給食・衛生の各支援、行方不明者の捜索」の任に派遣され、その中の女性２名を含む
５名の隊員の方達とも親しく懇談させて頂いた。隊員の方達からは被災から数ヵ月は経っている
ものの、いまだ厳しい生活環境の中にあって、それでも被災された方々の真摯な態度や、両親を
亡くしながらも「ありがとう」と明るく接してくれる子どもの姿に、自分の方が反対に元気をも
らったことなど、多くの有意義な感動のお話しを伺った。
贈呈式も済み、中村室長は謝辞の最後を「しかし、私たちの任務は国を守ることです。
」と力強
い言葉で締めくくられた。
今、私たちの平和で穏やかな日々の暮らしは、自衛隊の方々が自らの命を懸けて日夜、国の安
全を守って頂いているお蔭であると感謝の気持ちで一杯となった。志を無にせず、自分の国は自
分で守るためにも、１日も早く憲法を改正し、自衛隊を軍隊にしなければならない。こよなく愛
す日本の「美しい誇りある国づくり」に向けて、自分達も為すべきことを一歩一歩為してゆこう
と思った。
翌日、早速、お礼のお言葉と記念の写真をメールにてお送り頂いたが、大和魂ここにありの言
葉の一部を紹介したい。
「第３師団は、皆様の信頼に応えるべく、いつ如何なる任務にも即応できる部隊を目指し更に

精進を重ねていく所存であります。
」
■金美齢先生の講演会に 850 名が参加 ～日本人の心構えと覚悟が迫られたご講演～
ご
講
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れ
る
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去る 11 月 23 日午後、大阪市内のエルおおさかでの金
美齢先生をお招きしての日本会議大阪時局講演会を開催、
850 名の参加者が参加、ホール内は立錐の余地がなく、
３階には立見席ができる程、盛況であった。
当初、チケットが前売券でも 2000 円に設定したこと
もあり、参加動員がもう一歩伸びず、終盤には招待券を
出したり、会員一人一人に電話連絡もしたが、次第にチ
ケット販売の協力者が出て、事前には 900 名の動員予定
数も読め、確実に講演会開催の雰囲気が出て来てきたこ
とはよかった。
講演会では、国歌斉唱、千家議長の主催者の挨拶、事
さ
務局より国民運動の紹介と入会の案内をした後、早速、
れ
講師の金美齢先生が「凛とした日本人へ～今こそ国難を
た
乗り越える力を呼び覚まそう～」と題して 80 分間講演して頂いた。絶妙な語り口ときっ
ぱりと情況を規定づける切れ味の関心の高さを実感した。
先生は、一人ひとりが国難をしっかりと見つめ克服すること、国に対して生活保護のような形
でせびるのではなく自助努力をすること、芯はぶれることなく様々なことに接することによって
広く物事を捉えるライフスタイルが必要であること、その場でおかしいと思ったことは発言する
こと、国に対して小さいことであっても、やるべきことをやり続ける姿勢をもつことが大切であ
ることなど、
日本人としての心構えや覚悟をご自分の体験を通じて、
わかりやすくお話し頂いた。
厳しい口調もあったが、日本と日本人への愛情に裏打ちされたものであることを感じることが
でき、何か警鐘乱打された思いになった。
本会への入会も正会員に２名、女性会員に４名の入会があった。
２ヵ月以上に亙った時局講演会準備であったが、多くの人々の協力を得て、850 名の参加に結
びつけたことは大きな自信となったが、初めて日本会議の行事に来られた参加者も多いと思うの
で、今後、ご入会へのご案内をしたい。
■北摂支部 田母神氏講演会に 350 名の参加者が結集
12 月３日の午後、日本会議大阪北摂支部の主催の講演会が高
槻現代劇場３階のレセプションホールで開催され、約 350 名の
参加者が集まった。府内支部の講演会では過去最高の参加者と
なった。開会１時間前から次々と参加者が会場に入ってきて、
満杯となった。会員への案内や、各行事への徹底した案内チ
ラシの配布などが功を奏し、一般の方々も多く参加した。
講演では講師の元航空幕僚長の田母神氏が「これでいいのか！日本の安全保障～領土領海を守
るために」と題して、約１時間半に亙って熱弁を振るわれた。時折、ユーモアを入れながら安全
保障、外交など多岐に亙って、ご体験に基づいた語り口にはやはり人々を魅了する説得力があっ
た。とくに原発問題についても、詳細に数字を挙げながら、放射能の数字だけから思考停止にな
ること自体が問題であることを語って頂き、これまでの認識を変えることができた。

印象に残ったポイントは次の通り。
・中国海軍はこれまでは脅威ではなかったが、空母を持った場合には戦略が全く変わるために脅
威となる。
・我が国の武器輸出禁止の原則は弊害があり、いまだに米国からはブラックボックスが埋め込ま
れた戦闘機しか購入できない。
・我が国はどんどん外国人を入れる政策をとっており、外国人居住基本法などでは、密入国や不
法滞在であっても５年間住むと、日本人と同じ権利かせ与えられることとなり、間接的に侵略
に手を貸している。
・原発が危ないと主張しているのは反原発者である。放射能への認識も瞬間的な被爆以外はほと
んど人体には影響がない。むしろ、原発の理解関係者やマスコミが脅威を先導している。
・
「改革」という原理主義を唱えた結果は、国が決してよくなっていない。
・国のために亡くなられた英霊に感謝して、自分の国を自分達で守っていくことを決意していく
ことが必要であること。
参加者も熱心に最後まで聞いて頂いたが、支部として長年、同氏をお招きしたいという夢が実
現できたことはよかった。
講演会後、別の会場に移動、支部役員が集まって年末懇親会を引き続いて行われ、懇親を深め
ることができた。

《本会・支部・関係団体行事のご案内》
■国旗掲揚の推進をアピールする１／２７御堂筋パレード
１月 27 日は、歴史的に「国旗制定記念日」です。私達は国民の祝日にどの家庭でも国旗が掲
揚されることを願い、御堂筋をパレードし、府民に広く呼びかけています。皆さん、こぞってご
参加下さい。
・日 時 １月 27 日（金）午後２時半集合～４時頃 （小雨決行）
※午後２時より神社庁会館５階においてビデオ「世界の中の日の丸・君が代」の上
映も行います。
※雨天のため、パレードが中止する場合には午後３時より「第 62 回神宮式年遷宮
－御木曳篇」を上映致します。
・集合場所 坐摩神社境内
大阪市中央区久太郎町４丁目渡辺６号 TEL 06-6245-5741
地下鉄御堂筋線・中央線「本町」駅 ⑮番出口より徒歩１分
・日 程 午後２時 40 分 主催者挨拶・諸注意 ３時 パレード開始
４時 流れ解散
【パレードコース】
（約 30 分間、行進します）
御堂筋本町～心斎橋～難波～元町２丁目（解散）
・主 催 日本会議大阪
・協 力 大阪府神道青年会
■建国記念の日をお祝いする府民の集い
今年は古事記編纂 1300 年目に当たります。神話の力を再生の源泉に！
・日 時 ２月 11 日（祝・土）午後２時～４時半（開場 １時半）
・場 所 大阪府神社庁会館５階 TEL 06-6245-5741
大阪市中央区久太郎町４丁目渡辺６号
・プログラム ２時～２時半 式典

２時半～３時 映画「日本のあけぼの 神武天皇」
（企画・制作 橿原神宮）
※この映画は、平成２年に制作されたもので、古事記・日本書紀にもとづき、神
武御東遷の神話をたどりながら、大和の畝傍山麓の地で、第一代の天皇の御位
につかれた建国の伝承を再現したもの
３時～４時 20 分 記念講演（80 分間）
・講 演
演 題 「古事記編纂 1300 年と先人の知恵」
講 師 中東 弘 氏（枚岡神社宮司・日本会議大阪中河内支部支部長）
・資料代 1,000 円（正会員以上は無料）
・主 催 日本会議大阪
・協 賛 財団法人 大阪国学院
■神道政治連盟大阪府本部設立 40 周年記念 時局講演会
安倍晋三元総理、稲田朋美議員、来阪決定！ 今こそ日本再生！
・と き ２月６日（月） 開場 午後 1 時 開会
・ところ 大阪市中央公会堂 TEL 06-6208-2002
大阪市北区中之島 1-1-27 地下鉄御堂筋線／京阪電鉄 「淀屋橋」駅下車
①番出口から徒歩約５分（当日は混雑が予想されますので公共機関をご利用下さい）
・内 容 第１部 安倍晋三 元総理 基調講演
第２部 安倍晋三・稲田朋美 トークセッション
・参加費 無料（ご希望の方は、下記へご一報下さい。
）
・主 催 神道政治連盟大阪府本部 TEL 06-6245-5741 FAX 06-6243-1682
■第２回沖縄なにわの塔 慰霊祭 （行程は別紙チラシをご参照のこと）
・と き ２月 22・23 日（水・木）
・ところ 沖縄県 平和祈念公園内 なにわの塔
・集 合 伊丹空港
・参加費 ５万円（飛行機・宿泊代【ツイン】込み）
・募集人員 40 名（先着順）
・締切日 １月末日（ご希望の方は、下記へご一報下さい。
）
・宿泊先 沖縄ポートホテル TEL 098-965-5011
・主 催 神道政治連盟大阪府本部 TEL 06-6245-5741 FAX 06-6243-1682

