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■震災地、岩手県大槌町への支援活動報告
＜なぜ大槌町へ？＞
津波がこの町を襲ったとき、
町長はじめ幹部職員は会議中で、
殆どの方が犠牲になり、庁舎は壊滅的な被害を受けました。
４月初旬には600億円以上集まっていた日赤の義捐金はまだ
１円も被災地に下りていない。ある被災者が、自己資金 100 万
避難所でビデオ上映
円を下ろして被災者に配ったと高槻から支援活動に行ったボラ
ンティアの方から伝え聞きました。吉田府議と後援会で募金活動を始め、まとまったお金を出し
ていただける方を募り、大槌町に直接届けることを決めました。統一選が終わり、ゴールデンウ
ィークを避けて、５月 12 日（木）夜、高槻を出発しました。翌 13 日、午後３時現地に到着。
・13 日は義捐金 1,301,311 円を副町長に手渡し。吉里吉里小学校（４校の児童が通う）
、吉里吉
里中学校（２校の生徒が通う）訪問。それぞれ書籍「親子で学ぶ偉人伝」
、
「嵐の中の灯台」
、種
まき文庫と「まほろば教育事業団」より委託された千羽鶴を贈呈。物資センターに支援物資寄
贈。去る３月 16 日に発せられた「天皇陛下のメッセージ」ビデオの上映を１箇所で開催。
・14 日は述べ８箇所の避難所に飛び込み訪問。上映２箇所。子供たちに絵本の読み聞かせ。
・上映は延べ３箇所参加者 74 名。移動距離 2100 キロメートル。移動時間 33 時間。
（日本会議大阪運営委員 吉田 裕明 ※掲載が遅れたことをお詫び致します。－事務局）
■日米沖縄返還協定締結 40 周年の日、なんばで「尖閣を守れ！」署名活動を果敢に展開
去る６月 17 日（金）午後３時から５時まで、日本会議大阪で
はなんば高島屋前で、
「尖閣を守れ！」全国署名活動を展開、
昨日までの雨も上がって蒸し暑い中、かつ平日にもかかわら
ず、17 名のスタッフが集まって頂いた。
とにかく 17 日が、日米沖縄返還協定締結 40 周年の記念す
べき日であるにもかかわらず、世界華人保釣連盟が 1000 隻
の漁船で尖閣諸島を包囲することを宣言している日でもあっ
たので、大変な緊迫感をもって署名活動に臨んだ。
スタッフで開始前から幟や横断幕を掲げる準備をしていると、すぐに最近、日本会議の会員に
なられた、ある会社の社長さんが若い社員５、６名を連れて来られ、一緒に署名活動を手伝いと
申し出られて来られた。
最近の西太平洋での中国艦船が軍事演習していることもあり、通行人は尖閣問題に非常に敏感
で、多くの人が共鳴の声とともに次々と署名をして頂いた。
署名は２時間で 238 名、これまでの街頭署名活動では最多の署名数となり、関心が高いことが
実証された。
署名協力を呼びかけるスタッフら

■日本会議大阪中河内支部総会に 80 名の参加者が結集
～惠 隆之介先生が記念講演～
中国の漁船40 隻が香港に集結している状態が依然として続
いているという緊迫感の中、６月 19 日の午後、日本会議大阪
中河内支部第６回総会が東大阪市「街の駅 クレアホール・
ふせ」で開催、地元選出国会議員３名、野田・東大阪市長が
懇親会からご参加の他、地元地方議員約 10 名以上の参加をは
惠先生の記念講演
じめ約 80 名の参加者があった。
総会の中では来賓祝辞で長尾敬・衆議院議員が 18 日に開催された石垣市での集会について詳
細に報告され、第２列島線まで進出している中国の恫喝に対して、地元、沖縄、石垣市では父祖
の地を守っていく決意が漲っている雰囲気がよく伝わってきた。
続いて講演会では、
「これでいいのか！日本の外交・安全保障 ～沖縄危機と日本の有事」と題
して、惠 隆之介先生（拓殖大学客員教授）がお話をされ、
「海の武士道」のＤＶＤ上映、中国漁
船 40 隻の香港集結の事態に横須賀から米軍機動部隊が発進したために、中国が動きを止めざる
を得ない状況となっているホットな情報の他、沖縄返還の中で反対勢力が伸長したことや、沖縄
県民が「ゆすり・たかり」の構造に取り組まれていたことなど、沖縄で言論活動をされている立
場から普段では知りえない視点は説得力があった。
■青年部会設立に向けて、第１回準備会を開催
去る６月 26 日（日）の夕方、大阪会館会議室にて日本会議大阪 第１回青年部会設立準備会
を開催、本会の諸行事の運営などで協力してもらっている青年メンバー５名と衞藤運営委員長と
事務局を含めて７名が参加した。
かねてより本会を担う次世代の組織を設立していくことは、国民運動の継続性や若い層に日本
会議の主張を広めていく点では非常に重要なことと思われる。
全く最初の会議となったが、年齢の幅、どういうメンバーを仲間にしていくか、また具体的活
動として、諸行事の運営のお手伝いを率先してやっていただくとともに、署名活動や清掃奉仕、
研修会や講演会活動、自民党青年局との意見交換をはじめ、若い層に受け入れられる取り組みの
内容を幅広く議論していった。
■女性の会「会員のつどい」が開催
今年、設立 10 周年を迎える「女性の会」では、去る
７月２日（土）午後、新たな 10 年の飛躍を期して、全
女性会員と地方議員懇談会所属議員、加えて統一地方選
で新たに選出された議員の方を招き、
「本当のことを知ろ
岡本氏の講演に聞き入る参加者
うシリーズ第１弾 夫婦別姓はどこからきたの」をテー
マに会員のつどいを開催し、約 50 名の参加者がありました。講師には岡本明子氏（家族の絆を
守る会事務局長）をお招きしました。
夫婦別姓制度をめぐる問題は、過去何回も国会で議決されそうな危機がありましたが、大震災
で「家族の絆」や地域の繋がりの意味が明らかになり、その方向性を問われることになりました。
現政権でも「男女共同参画基本法」の第３次５カ年計画で、社会制度の基軸を「世帯」から「個
人」へ移行することを「喫緊の課題」としていますが、これらの方針の基には、国連での日本人
（と名乗る）活動家の暗躍があり、この具体像を知ることによって、
「夫婦別姓制度」は家族の解

体だけではなく、国家の解体に結びついていることを確認しました。
（女性の会理事 吉田 直子）

■英霊顕彰の新聞広告（読売新聞本社版）が８月初旬に掲載されます！
４月以来、各府県の護国神社、英霊にこたえる会、日本会議にご協賛をお願いした英霊顕彰の
新聞広告が、８月１日～３日のいずれかで読売新聞大阪本社セット版で掲載されます。ご注目下
さい。

《本会主催行事予定》
■全国縦断キャラバン派遣行事「沖縄・尖閣を守る府民集会」
・日 時 ７月 27 日（水）午後２時～４時
・会 場 大阪府神社庁会館５階 TEL 06-6245-5741
地下鉄中央線・御堂筋線「本町」駅下車、⑮番出口すぐ、駐車場がありませんので、
お車はご遠慮下さい。
・報 告 日本会議全国縦断キャラバン・中日本隊メンバーより
（中日本隊は、７月 23 日～８月６日）まで近畿、北陸、東海地区を訪問します。
）
・街頭署名活動 午前 10 時～11 時間・梅田阪急百貨店南西側
午後５時～６時・難波
※ご都合のつかれる方は、是非、ご協力下さい。
※雨天の場合には別の行動となりますので、事務局へご一報下さい。
・お問合せ 日本会議大阪事務局 TEL 06-6245-5741 携帯 090-2598-6497 （担当 丸山）
■親子・護國神社清掃奉仕
・日 時 ８月７日（日）午前８時～正午（午前７時 50 分までにご集合下さい）
・会 場 大阪護國神社境内 大阪市住之江区南加賀屋 1-1-95 TEL 06-6683-1787
地下鉄・四ツ橋線「住之江公園」駅下車、①番出口から徒歩すぐ
・内 容 本殿参拝・ラジオ体操（８時 15 分～８時 45 分）
・境内の清掃（９時～11 時）
昼食、休憩（11 時～12 時）
・持ち物 軍手、着替え（汗をかきますので、必要な方はご用意下さい。
）
・参加無料 ※おにぎり、お菓子、ジュース、お茶差し入れがあります。
※雨天の場合には中止にすることもありますので、事務局へご一報下さい。
携帯 090-2598-6497（丸山）
・共 催 英霊にこたえる会大阪府本部 TEL 06-6681-3401
■平成 23 年度戦没者追悼祈念講演会
・日 時 ８月 15 日（月）午後２時～４時半（開場 １時半）
※正午から大阪護國神社本殿において英霊感謝祭が斎行されますので、ご参列の方は
11 時 50 分までにご集合下さい。
・会 場 住之江会館・ホール TEL 06-6681-3401 ※お車はなるべくご遠慮下さい。
大阪市住之江区南加賀屋 1-1-95（大阪護國神社境内奥の建物）
・
「日本の歌」歌唱（２時半～２時 50 分）
大峰 かず子 氏（ソプラノ歌手）による歌唱指導
・講 演（３時～４時 20 分）

演 題 「この国を守るもの－英霊と自衛隊の人々」
講 師 桜林 美佐（さくらばやし・みさ） 氏（ジャーナリスト）
・参加無料
・共 催 英霊にこたえる会大阪府本部 TEL 06-6681-3401
■「靖國神社」参拝と「国会議事堂」見学旅行
昨年度に引き続いて、日本会議大阪の主要活動の一つである『靖國神社』参拝を『国会議事堂』
見学と合わせて、下記の日程で行います。会員の皆様には案内状を送付させて頂いておりますの
で、ご回報下さい。お申込み締切りは７月末日です。ご参加の方のみ、後日、詳細をお知らせ致
します。
・日 時 ８月 17 日（水） 伊丹空港
8:20 集合
9:00 出発
18 日（木）
〃
18:05 到着、解散
・参加費 ４５,０００円
【８／１７】伊丹（飛行機）→羽田→明治神宮（正式参拝）→都内（昼食）→国会議事堂（見学）
→浅草（見学・買物）→都内（夕食）→水月ホテル鷗外荘（宿泊）
【８／１８】ホテル→靖國神社（昇殿にて正式参拝）→遊就館（見学）→築地場外市場（昼食・
買物）→羽田（飛行機）→伊丹
・共 催 神道政治連盟大阪府本部
■日本会議大阪地方議員懇談会 平成 23 年度総会
統一地方選以後、府内の地方議員が一同に会します。参加は原則的に議員の方を対象にしてお
ります。
・日 時 ９月４日（日） 総会 午後３時～３時半、懇親会 ４時 45 分～５時 45 分
・会 場 住之江会館・ホール TEL 06-6681-3401
大阪市住之江区南加賀屋 1-1-95（大阪護國神社境内奥の建物）
・講 演 髙橋 史朗 氏（明星大学教授）３時半～４時半
演題 「親学のすすめ－発達障害・児童虐待の予防、改善のために」
・参加費 未定
・主 催 日本会議大阪地方議員懇談会（日本会議大阪事務局 TEL 06-6245-5741）

