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■全国縦断キャラバン来阪に当たり、
「沖縄・尖閣を守る府民集会」を開催
去る７月 27 日、
日本会議全国縦断キャラバン隊の大阪入りを受
け、大阪府神社庁会館５階において「沖縄・尖閣を守る府民集会」
が開催され、平日の午後の開催となったが、１名の国会議員（代
理）
、５名の地方議員をはじめ 150 名の参加者があり、具体的に活
動しているキャラバン隊への期待の表れとして、カンパもかなり
集まった。
また事務局より、
署名運動の報告と今後の国民運動の案内をした。

キャラバン隊の紹介

※「尖閣を守れ！」国会請願署名数（７月 27 日現在）
３１,２４２名（目標 ７０,０００名）
※街頭署名活動の推進
・９月７日（水）･･･尖閣衝突事件１周年
【日本会議全国統一行動】
午後４時～６時・なんば高島屋前（予定）
・９月 24 日（土）･･･中国漁船船長釈放から１周年
【日本会議全国統一行動】
なんばでの街頭情宣活動
午後３時～５時・なんば高島屋前（予定）
※請願署名紹介議員獲得活動
・キャラバン時～11 月初旬、土日にかけて国会議員事務所を訪問
※「尖閣諸島をはじめ我が領土領海を守るための意見書」府議会での採択の推進（議会への要望
活動の展開）
また、昼前の梅田、集会後のなんばでの街頭署名活動も夫々10 名の協力者がおられ、その場の
雰囲気をつくって頂いたこともあり、
署名数も合わせて 100 名位となった。
またアンケートでは、
マスコミなどにも強く働きかけてほしいとの要望もあった。
■反響があった英霊顕彰の意見広告
日本会議大阪では、去る８月１日の読売新聞大阪本社版の朝刊セット及び産経新聞大阪本社版
で５段抜き、２色刷りで、
「英霊に、こたえたい。
」と題して、意見広告を掲載した。
できるだけシンプルして、目で訴えるものとしようと、主張も「今、私達は英霊にこたえてい
ますか。８月 15 日は終戦記念日。各府県の護国神社へ。
」だけに押さえ、あとは、近畿の各府県
護国神社（交通機関も掲載）
、英霊にこたえる会各府県本部、 各団体、日本会議各府県本部（連
絡先）を掲載することになった。
４月は、集中的に護国神社や英霊にこたえる会、各団体、日本会議各府県本部を訪問して協賛
を募った努力がようやく形になったものである。
予想通り、その反響は大きく、その日、大阪府神社庁では電話が鳴り響いた。その内容は、日

本会議に入会したいという要望や靖國神社を参拝しない現状に憤りを持っている、自分の父親が
戦争で負傷したが、どこで恩給のようなものが出るのかの問い合わせや、戦争当時の様子などを
諄々と語る年配の方など、意見広告をした意味は大きいことを実感した。
３日になっても、問い合わせの連絡が入って来るなど、普段は何も口に出していわない常識的
な人々が、このような意見広告を目にすることを心待ちにしていたことがわかる。
連絡して来る人々の気持ちをできるだけ汲み上げるとともに、この広告により、地元選出の国
会議員、地方議員が８月 15 日に国、地方の代表として、靖國、護国神社に参拝する雰囲気を喚
起していくための呼び水になればと期待している。

８月１日に読売・産経紙に掲載された意見広告

■さわやかな気持ちとなった親子・護國神社清掃奉仕

拝殿前で記念撮影

去る８月７日は、早朝８時前から大阪護國神社で幼稚園児
から中学生までの子供さん６名（男女各３名ずつ）を含めて
38 名が参加して、親子・護國神社清掃奉仕が開催された。既
に蝉の鳴き声が境内を包んでいて、朝から暑くなることを予
感させた。
平成17 年の終戦60 年から始め、
今年で７回目を数えるが、
今ではすっかり定着した感じがある。
最初に拝殿で英霊の御霊への黙祷、国歌斉唱、代表者によ

る玉串奉奠、柳澤宮司による挨拶を行い、ラジオ体操（第１・
２）
、柳澤権宮司からの清掃場所の説明、そして拝殿前で記念
撮影後、早速、作業に入った。
作業は、玉垣周辺の空き缶とゴミ拾い、住之江会館前の庭
園の草刈りと２班に分けて行ったが後半は全員で池周辺の草
刈りに集中することとなった。
子供達は親と一緒になって一生懸命、草を刈り、時には歌
も歌っていて、実に和むひとときであった。土を触って、虫
汗だくになりながら草を刈る
などを直接見て、思わず、声を出している子供もいた。全身、
汗だくとなりながら１時間もすると、最初のボウボウとしていた草叢は、きれいになってきた。
11 時過ぎには、作業も一段落したので、奥の儀式殿大広間で、おにぎりやお菓子をおいしく頂
いた。参加者の半数が初めてということであったが、娘さんと一緒に来られた若いお母さんは始

めて護國神社に来られ、
「土の感触がとても心地よかった、虫もたくさんいて良い土だと思いまし
た。
」と嬉々として語られていた。
英霊の御霊に喜んで頂いているような気持ちとなり、非常に充実感を味わった。

《本会主催行事予定》
■日本会議大阪北摂支部 議員懇談会
北摂地域の議員と直接、意見交換する絶好の機会です。是非、ご参加下さい。
・日 時 ８月 26 日（金）午後３時～５時（懇親も含む）
・会 場 メイシアター吹田市文化会館・レセプションホール TEL 06-6380-2221
吹田市泉町 2 丁目 29 番 1 号 阪急千里線吹田駅前
・参加費 ３，０００円
・お問合せ 日本会議大阪北摂支部事務局 TEL 06-6380-1370（吉田）
■日本会議大阪泉州支部設立 10 周年記念式典
～日本人の心と伝統と歴史の再興を謳って 10 年～
会員以外の方でもご参加頂けます。
（事前にお申込み下さい。
）
・日 時 ９月３日（土）午後１時半～５時頃
・会 場 大阪府神社庁会館５階 TEL 06-6245-5741
地下鉄「本町」駅下車、⑮出口から徒歩１分
・内 容 第１部 記念式典
第２部 記念講演 『中国とのこれから』
講師 加地 伸行 氏（大阪大学名誉教授）
第３部 懇親会
※式典と記念講演会のみのご参加は無料。
※懇親会参加の方は会費３,０００円を承ります。
・お問合せ 日本会議大阪泉州支部 事務局 TEL 090-3039-4293・FAX 072-484-0657（以倉）

■日本会議大阪地方議員懇談会 平成 23 年度総会
～国難を乗り越える保守勢力の再結集を～
統一地方選以後、志を同じくする府内の地方議員にご参加頂き、国難を乗り越える保守勢力の
再結集を図っていきます。参加は原則的に議員の方を対象にしておりますが、議員以外の会員の
皆様も参加できます。ご希望の方は、必ず事務局へ９月２日までにご一報下さい。
・日 時 ９月４日（日） 総会 午後３時～３時半、懇親会 ４時 45 分～６時
・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）地下鉄四ツ橋線「住之江公園」駅①出口からすぐ
・内 容 役員代表・来賓代表挨拶、運動方針発表、役員選出
・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 ５,０００円（資料・懇親会費を含む、当日に一律徴収致します。
）
・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）

■日本会議大阪中河内支部 講演会
・日 時 ９月 18 日（日）午後２時～３時半
・会 場 八尾市文化会館プリズムホール TEL 072-924-5111
八尾市光町 2-40 近鉄大阪線で「近鉄八尾」駅下車、徒歩５分
・講 演 「日本領土の危機－元海上保安官のたった一人の戦い」
講師 一色 正春 氏（元海上保安官）
・入場無料（４時から役員対象で懇親会 参加費 ３,０００円）
・主 催 日本会議大阪中河内支部 TEL 072-981-4177
■日本会議大阪女性の会設立 10 周年教育講演会
・日 時 10 月 29 日（土）午後２時～（１時半 開場）
・会 場 ドーンセンター
大阪市中央区大手前 1-3-49 地下鉄谷町線・京阪「天満橋」駅①出口、徒歩７分
・内 容 第１部 10 周年記念式典
第２部 記念講演会
演題 「熱血ヤンキー先生、教育を語る」
講師 義家 弘介 氏（参議院議員）
・参加費 １,０００円
・後 援 大阪府教育委員会・大阪市教育委員会
・お問合せ 日本会議大阪女性の会事務局 TEL 06-6245-5741（丸山）／06-6241-1517（濱野）
■日本会議大阪 時局講演会 ～雑誌、テレビでご活躍の金 美齢氏がご講演～
・日 時 11 月 23 日（祝・水）午後２時～４時
・会 場 エルおおさか・エルシアター TEL 06-6942-0001
大阪市中央区北浜東 3-14 京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」より西へ 300m
・講 演 「凛とした日本人へ」
（仮題）
講師 金 美齢 氏（評論家）
・参加費 未定
・主 催 日本会議大阪 TEL 06-6245-5741（担当 丸山）

