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★明明明明けましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございます    
    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年    新新新新しいしいしいしい年年年年のののの始始始始まりですまりですまりですまりです。。。。日本船日本船日本船日本船・・・・菅丸菅丸菅丸菅丸のののの航路航路航路航路はははは先先先先がががが見見見見えませんえませんえませんえません。。。。経済経済経済経済        

はははは低迷低迷低迷低迷しししし、、、、雇用雇用雇用雇用はははは氷河期氷河期氷河期氷河期、、、、基地問題基地問題基地問題基地問題にいたってはにいたってはにいたってはにいたっては全全全全くくくく展望展望展望展望がないうえがないうえがないうえがないうえ、、、、民民民民主党内主党内主党内主党内のののの低低低低    

元元元元なななな内紛内紛内紛内紛にはにはにはには言葉言葉言葉言葉もありませんもありませんもありませんもありません。。。。文字文字文字文字どおりどおりどおりどおり閉塞状況閉塞状況閉塞状況閉塞状況ではありまではありまではありまではありますがすがすがすが、、、、新新新新しいしいしいしい潮流潮流潮流潮流はははは    

こうしたこうしたこうしたこうした行行行行きききき詰詰詰詰まりまりまりまり状態状態状態状態のもとでのもとでのもとでのもとで生生生生まれるのもまれるのもまれるのもまれるのも歴史歴史歴史歴史のののの示示示示すすすすところですところですところですところです。。。。破綻破綻破綻破綻しつつしつつしつつしつつああああ    

るるるる野放図野放図野放図野放図なななな市場経済至上主義市場経済至上主義市場経済至上主義市場経済至上主義からのからのからのからの脱却脱却脱却脱却、、、、がんじがらめのがんじがらめのがんじがらめのがんじがらめの安保体制見直安保体制見直安保体制見直安保体制見直ししししこそこそこそこそ、、、、いまいまいまいま    

求求求求められているめられているめられているめられている日本丸日本丸日本丸日本丸のののの針路針路針路針路でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。しかししかししかししかし、、、、現状現状現状現状はははは TPPTPPTPPTPP 体制体制体制体制によりによりによりにより、、、、さらにさらにさらにさらに市場市場市場市場    

経済経済経済経済をををを深化深化深化深化させるさせるさせるさせる方向方向方向方向へへへへ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは日米韓軍事同盟日米韓軍事同盟日米韓軍事同盟日米韓軍事同盟のののの強化強化強化強化によりによりによりにより緊張緊張緊張緊張をををを拡大拡大拡大拡大するするするする方向方向方向方向    

へへへへ舵舵舵舵をきろうというをきろうというをきろうというをきろうという画策画策画策画策がががが進進進進められめられめられめられていますていますていますています。。。。どちらのどちらのどちらのどちらの潮流潮流潮流潮流がががが日本日本日本日本のののの未来未来未来未来をををを開開開開くくくく真真真真のののの    

道道道道であるかであるかであるかであるか、、、、統一地方選挙統一地方選挙統一地方選挙統一地方選挙のあるのあるのあるのある今年今年今年今年はそのはそのはそのはその選択選択選択選択がががが迫迫迫迫られるられるられるられる年年年年になるになるになるになるようですようですようですようです。。。。    

★★★★    拡大拡大拡大拡大するするするする格差格差格差格差をををを考考考考えるえるえるえる    

    NIRANIRANIRANIRA（（（（経済開発機構経済開発機構経済開発機構経済開発機構））））ののののメンバーメンバーメンバーメンバーによりによりによりにより編纂編纂編纂編纂されたされたされたされた論考集論考集論考集論考集「「「「格差格差格差格差をををを考考考考えるえるえるえる」（」（」（」（日経新聞刊日経新聞刊日経新聞刊日経新聞刊））））のののの所論所論所論所論はははは国国国国

民民民民のののの所得格差所得格差所得格差所得格差がががが拡大拡大拡大拡大していることをしていることをしていることをしていることを認認認認めながらめながらめながらめながら、、、、そのそのそのその原因原因原因原因ははははグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化、、、、技術革新技術革新技術革新技術革新およびおよびおよびおよび老齢化老齢化老齢化老齢化にににに求求求求

めているめているめているめている。。。。そうであるにしてもそうであるにしてもそうであるにしてもそうであるにしても、、、、そのそのそのその解決策解決策解決策解決策はははは所論所論所論所論のののの中中中中でどこにもでどこにもでどこにもでどこにも見見見見あたりませんあたりませんあたりませんあたりません。。。。一方一方一方一方、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカのののの

ポールポールポールポール・・・・クルーグマンクルーグマンクルーグマンクルーグマン（（（（２０１０２０１０２０１０２０１０年度年度年度年度ノーベルノーベルノーベルノーベル経済学賞受賞経済学賞受賞経済学賞受賞経済学賞受賞））））ははははそのそのそのその著著著著「「「「格差格差格差格差はつくられたはつくられたはつくられたはつくられた」（」（」（」（早川書房早川書房早川書房早川書房・・・・

三上義一訳三上義一訳三上義一訳三上義一訳））））でででで拡大拡大拡大拡大するするするする格差格差格差格差のののの原因原因原因原因はははは行行行行きすぎたきすぎたきすぎたきすぎた市場経済至上主義市場経済至上主義市場経済至上主義市場経済至上主義のものものものもとととと、、、、ブッシュブッシュブッシュブッシュ政権政権政権政権によりによりによりにより行行行行われわれわれわれ

たたたた富裕層優遇策富裕層優遇策富裕層優遇策富裕層優遇策にあることをにあることをにあることをにあることを説得力説得力説得力説得力のあるのあるのあるのある論論論論調調調調でででで立証立証立証立証していますしていますしていますしています。。。。したがってしたがってしたがってしたがって格差格差格差格差のののの解消解消解消解消はははは所得再分配所得再分配所得再分配所得再分配

のののの方式方式方式方式をををを見直見直見直見直しししし、、、、低所得者層低所得者層低所得者層低所得者層をををを優遇優遇優遇優遇するするするする政策政策政策政策をとればをとればをとればをとれば達成達成達成達成できることをできることをできることをできることを明示明示明示明示していますしていますしていますしています。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、同氏同氏同氏同氏

ははははブッシュブッシュブッシュブッシュのののの政策政策政策政策がとられたがとられたがとられたがとられた背景背景背景背景としてとしてとしてとして根強根強根強根強いいいいアメリカアメリカアメリカアメリカのののの保守派潮流保守派潮流保守派潮流保守派潮流をををを指摘指摘指摘指摘しししし、、、、そのそのそのその根底根底根底根底ににににはははは白人白人白人白人優先優先優先優先

主義主義主義主義があることをがあることをがあることをがあることを看破看破看破看破していますしていますしていますしています。。。。最近最近最近最近ののののアメリカアメリカアメリカアメリカででででテｲーパーテイテｲーパーテイテｲーパーテイテｲーパーテイとととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる保守的潮流保守的潮流保守的潮流保守的潮流がががが台頭台頭台頭台頭していしていしていしてい

るとるとるとると報報報報じられているがじられているがじられているがじられているが、、、、オバマオバマオバマオバマ政権政権政権政権へのへのへのへの反動反動反動反動・・・・巻巻巻巻きききき返返返返しとしてしとしてしとしてしとしてクルーグマンクルーグマンクルーグマンクルーグマンのののの主張主張主張主張ははははよくよくよくよく納得納得納得納得できますできますできますできます。。。。    

    日本日本日本日本でもでもでもでも多額多額多額多額のののの内内内内部留保金部留保金部留保金部留保金をををを蓄積蓄積蓄積蓄積するするするする大企業大企業大企業大企業へのへのへのへの課税課税課税課税をををを強化強化強化強化しししし、、、、低所得者低所得者低所得者低所得者層層層層へへへへ還還還還元元元元するするするする政策政策政策政策をとればをとればをとればをとれば

クルーグマンクルーグマンクルーグマンクルーグマン流流流流のののの所得格差是正所得格差是正所得格差是正所得格差是正ができることになりますができることになりますができることになりますができることになります。。。。ところがいまところがいまところがいまところがいま行行行行われようとしているわれようとしているわれようとしているわれようとしている政策政策政策政策はははは大大大大

企業企業企業企業へへへへのののの法人税減税法人税減税法人税減税法人税減税とととと低所得者層低所得者層低所得者層低所得者層をををを直撃直撃直撃直撃するするするする消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税でありでありでありであり、、、、まさにまさにまさにまさに正反対正反対正反対正反対のののの方向方向方向方向であるであるであるである。。。。民主党政民主党政民主党政民主党政

権下権下権下権下でもでもでもでもブッシュブッシュブッシュブッシュ流流流流のののの市場経済至上主義市場経済至上主義市場経済至上主義市場経済至上主義がががが大手大手大手大手をををを振振振振ってってってって歩歩歩歩いているようにいているようにいているようにいているように見見見見えますえますえますえます。。。。    

★★★★    またまたまたまた、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカでででで銃撃銃撃銃撃銃撃テロテロテロテロがががが・・・・・・・・・・・・    

    アメリカアメリカアメリカアメリカののののアリゾナアリゾナアリゾナアリゾナ州州州州ででででギフォーズギフォーズギフォーズギフォーズ下院議員下院議員下院議員下院議員がががが拳銃拳銃拳銃拳銃テロリストテロリストテロリストテロリストのののの襲撃襲撃襲撃襲撃をををを受受受受けけけけ重体重体重体重体にににに陥陥陥陥っていますっていますっていますっています。。。。アアアア

メリカメリカメリカメリカではではではでは「「「「銃銃銃銃はははは平等平等平等平等をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす装置装置装置装置」」」」とされとされとされとされ、「、「、「、「銃銃銃銃がががが人人人人をををを殺殺殺殺すのではなくすのではなくすのではなくすのではなく、、、、人人人人がががが殺殺殺殺すのだすのだすのだすのだ」」」」といわれてといわれてといわれてといわれて

いますいますいますいます。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、善人善人善人善人はははは銃銃銃銃をををを持持持持ってもってもってもっても良良良良いがいがいがいが悪人悪人悪人悪人がががが持持持持つからつからつからつから問題問題問題問題なのだというなのだというなのだというなのだという論理論理論理論理ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは核兵器核兵器核兵器核兵器

保有保有保有保有のののの理屈理屈理屈理屈とととと同同同同じですじですじですじです。。。。善人善人善人善人であるであるであるであるアメリカアメリカアメリカアメリカがががが核兵器核兵器核兵器核兵器をををを持持持持つのはつのはつのはつのは許許許許されるがされるがされるがされるが、、、、悪人悪人悪人悪人であるであるであるである他国他国他国他国がががが核核核核をををを持持持持

つのはつのはつのはつのは許許許許せないというせないというせないというせないという論理論理論理論理ですですですです。。。。自自自自らをらをらをらを善善善善とするとするとするとする考考考考ええええ方方方方をををを私達私達私達私達はははは「「「「独善独善独善独善」」」」といいますといいますといいますといいます。。。。世界世界世界世界からからからから核兵器核兵器核兵器核兵器

をををを廃絶廃絶廃絶廃絶するというするというするというするというオバマオバマオバマオバマ大統領大統領大統領大統領はははは「「「「自分自分自分自分のののの生生生生ききききていていていているるるる間間間間はははは難難難難しいしいしいしい」」」」などといわずなどといわずなどといわずなどといわず、、、、直直直直ちにちにちにちに核廃絶核廃絶核廃絶核廃絶をををを実行実行実行実行

にににに移移移移すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。そうすればそうすればそうすればそうすれば、、、、北朝鮮問題北朝鮮問題北朝鮮問題北朝鮮問題もももも急展開急展開急展開急展開するするするするでしょうでしょうでしょうでしょう。。。。    

★★★★    県知事県知事県知事県知事がががが替替替替わりますわりますわりますわります    

東国原知事東国原知事東国原知事東国原知事にににに替替替替わりわりわりわり河野新知事河野新知事河野新知事河野新知事がががが登場登場登場登場しますしますしますします。。。。東国原県政東国原県政東国原県政東国原県政のものものものもとでとでとでとでマスコミマスコミマスコミマスコミ的的的的なななな知名度知名度知名度知名度はははは上上上上がりましたがりましたがりましたがりました

がががが、、、、県民県民県民県民のののの暮暮暮暮らしがらしがらしがらしが良良良良くなったというくなったというくなったというくなったという実感実感実感実感はありませんはありませんはありませんはありません。。。。現県政現県政現県政現県政をををを継承継承継承継承するというするというするというするという河野新県政河野新県政河野新県政河野新県政がががが宮崎宮崎宮崎宮崎をををを

どうどうどうどう変変変変えようとするのかえようとするのかえようとするのかえようとするのか？？？？いまいまいまいま一一一一つつつつ判判判判りませんりませんりませんりません。。。。やはりやはりやはりやはり昨年昨年昨年昨年のののの口蹄疫禍口蹄疫禍口蹄疫禍口蹄疫禍からのからのからのからの立立立立ちちちち直直直直りがりがりがりが大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題のののの

ようですようですようですようです。。。。    

    いまいまいまいま韓国韓国韓国韓国ではではではでは口蹄疫口蹄疫口蹄疫口蹄疫がががが昨年以上昨年以上昨年以上昨年以上のののの猛威猛威猛威猛威をををを振振振振るってるってるってるっていますいますいますいます。。。。防疫対策防疫対策防疫対策防疫対策はははは日本以上日本以上日本以上日本以上というというというという韓国韓国韓国韓国でででで１００１００１００１００万万万万

頭頭頭頭をををを越越越越えるえるえるえる家畜家畜家畜家畜がががが殺処分殺処分殺処分殺処分（（（（昨年宮崎昨年宮崎昨年宮崎昨年宮崎のののの殺処分殺処分殺処分殺処分はははは３０３０３０３０万頭万頭万頭万頭））））されたとされたとされたとされたと報報報報じられていますじられていますじられていますじられています。。。。日本日本日本日本やややや韓国韓国韓国韓国のよのよのよのよ

うにうにうにうに牛牛牛牛やややや豚豚豚豚をををを狭狭狭狭いいいい地域地域地域地域でででで多頭飼育多頭飼育多頭飼育多頭飼育するするするする畜産畜産畜産畜産のありのありのありのあり方方方方をををを見見見見直直直直さないかぎりさないかぎりさないかぎりさないかぎり、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル化化化化によりによりによりにより人人人人とととと物物物物のののの

交流交流交流交流がががが進進進進んだんだんだんだ現在現在現在現在、、、、伝染病伝染病伝染病伝染病ウイルスウイルスウイルスウイルスのののの拡散拡散拡散拡散をををを防防防防ぐことはぐことはぐことはぐことは難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。    

    各地各地各地各地のののの九条九条九条九条のののの会紹介会紹介会紹介会紹介コーナーコーナーコーナーコーナーではではではではインドネシアインドネシアインドネシアインドネシア・・・・バリバリバリバリ島島島島からからからから井山忠行井山忠行井山忠行井山忠行さんがさんがさんがさんがメッセメッセメッセメッセ－－－－ジジジジをををを送送送送ってってってって下下下下ささささ

いましたいましたいましたいました。。。。またまたまたまた、、、、野崎真公野崎真公野崎真公野崎真公さんとさんとさんとさんと河内進策河内進策河内進策河内進策さんにはさんにはさんにはさんには米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題とととと朝鮮半島情勢朝鮮半島情勢朝鮮半島情勢朝鮮半島情勢についてについてについてについて寄稿寄稿寄稿寄稿いただきいただきいただきいただき

ましたましたましたました。。。。御礼申御礼申御礼申御礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。（（（（藤原宏志記藤原宏志記藤原宏志記藤原宏志記））））
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コーナーコーナーコーナーコーナー    ：：：：    「「「「あっちこっちであっちこっちであっちこっちであっちこっちで頑張頑張頑張頑張ってってってってるよるよるよるよ」」」」・・・・・・・・・・・・（（（（３３３３））））    

     今回今回今回今回はははは大宮九条大宮九条大宮九条大宮九条のののの会会会会のののの御配慮御配慮御配慮御配慮によりによりによりによりインドネシアインドネシアインドネシアインドネシアからからからから井山忠行井山忠行井山忠行井山忠行さんのごさんのごさんのごさんのご挨拶挨拶挨拶挨拶をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。日本国日本国日本国日本国

憲法九条憲法九条憲法九条憲法九条のののの精神精神精神精神はははは世界世界世界世界にににに広広広広めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない宝宝宝宝であることからであることからであることからであることから、、、、かってかってかってかって日本日本日本日本がががが侵略侵略侵略侵略しししし多大多大多大多大のののの迷惑迷惑迷惑迷惑をかをかをかをか

けたけたけたけたインドネシアインドネシアインドネシアインドネシアでででで活動活動活動活動されるされるされるされる井山井山井山井山さんのさんのさんのさんのメッセージメッセージメッセージメッセージはははは大変意義深大変意義深大変意義深大変意義深いものですいものですいものですいものです。。。。    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         

********************************************************************************会費会費会費会費およびおよびおよびおよびカンパカンパカンパカンパのおのおのおのお願願願願いいいい********************************************************************************************************    

    年年年年がかわりがかわりがかわりがかわり会費会費会費会費のおのおのおのお願願願願いをいをいをいを致致致致しますしますしますします。。。。今回今回今回今回はははは振振振振りりりり替替替替ええええ用紙用紙用紙用紙をををを同封同封同封同封しますのでしますのでしますのでしますので    

よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

当会当会当会当会のののの年会費年会費年会費年会費：：：：千円千円千円千円はははは主主主主にににに通信費通信費通信費通信費、、、、消耗品費消耗品費消耗品費消耗品費としてとしてとしてとして使使使使われわれわれわれていますていますていますています。。。。現在現在現在現在のののの財政状況財政状況財政状況財政状況    

はははは当会当会当会当会がががが今後今後今後今後ともともともとも息息息息のののの永永永永いいいい多面的活動多面的活動多面的活動多面的活動をををを展開展開展開展開するうえでするうえでするうえでするうえで十分十分十分十分とはいえませんとはいえませんとはいえませんとはいえません。。。。    

そこでそこでそこでそこで世話人会世話人会世話人会世話人会ではではではでは会費会費会費会費にににに加加加加えてえてえてえて任意任意任意任意カンパカンパカンパカンパ（（（（一口千円一口千円一口千円一口千円））））をおをおをおをお願願願願いすることいすることいすることいすることににににしましたしましたしましたしました。。。。    

                    郵便局振郵便局振郵便局振郵便局振りりりり込込込込みみみみ先先先先    

                        口座記号番号口座記号番号口座記号番号口座記号番号            ：：：：０１７６００１７６００１７６００１７６０－－－－４４４４－－－－１３１２４４１３１２４４１３１２４４１３１２４４    

                        加入者名加入者名加入者名加入者名                    ：：：：みやざきみやざきみやざきみやざき九条九条九条九条のののの会会会会    

                        年会費年会費年会費年会費                        ：：：：1000100010001000 円円円円    

    

            平和平和平和平和をををを愛愛愛愛するするするする宮崎宮崎宮崎宮崎のののの多多多多くのみなさんくのみなさんくのみなさんくのみなさん！！！！    
                                                    インドネシアインドネシアインドネシアインドネシアののののバリバリバリバリ島島島島からからからから    
                                                                                                                                    井山井山井山井山    忠行忠行忠行忠行    

明明明明けましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございます                                                                                                                                                                                    

このこのこのこの頃頃頃頃はははは死語死語死語死語になってしまったになってしまったになってしまったになってしまった「「「「押押押押しかけしかけしかけしかけ女房女房女房女房」」」」のごのごのごのごとくとくとくとく、、、、大宮九条大宮九条大宮九条大宮九条のののの会会会会バリバリバリバリ島出張所島出張所島出張所島出張所をををを開開開開かかかか    

せてもらってせてもらってせてもらってせてもらって、、、、星星星星ゆみとゆみとゆみとゆみと二人二人二人二人だけでだけでだけでだけで活動活動活動活動（？）（？）（？）（？）をををを開始開始開始開始させてもらってさせてもらってさせてもらってさせてもらって、、、、初初初初めてのめてのめてのめての正月正月正月正月をををを迎迎迎迎えるえるえるえる

ことになりましたことになりましたことになりましたことになりました。。。。先先先先ずはずはずはずは年始廻年始廻年始廻年始廻りのりのりのりの口上口上口上口上をををを述述述述べさせていただきますべさせていただきますべさせていただきますべさせていただきます。。。。    

２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの正月正月正月正月ををををバリバリバリバリ島島島島でででで迎迎迎迎えたえたえたえた時時時時、、、、バリバリバリバリ島島島島はいつにもはいつにもはいつにもはいつにも増増増増してしてしてして、、、、平和平和平和平和でででで幸福幸福幸福幸福なななな感感感感じがしましたじがしましたじがしましたじがしました。。。。

普段普段普段普段、、、、バリバリバリバリ島島島島のののの１１１１月月月月１１１１日日日日はははは 1111 年年年年 365365365365 日日日日のののの内内内内のただののただののただののただの 1111 日日日日というだけでというだけでというだけでというだけで、、、、特別特別特別特別なななな日日日日ではありませではありませではありませではありませ

んがんがんがんが、、、、このこのこのこの年年年年ははははミレニアムミレニアムミレニアムミレニアムをををを祝祝祝祝ううううバリバリバリバリ在住在住在住在住のののの外国人外国人外国人外国人とととと旅行者旅行者旅行者旅行者でにぎわいましたでにぎわいましたでにぎわいましたでにぎわいました。。。。    

    私私私私もももも戦争続戦争続戦争続戦争続きだったきだったきだったきだった２０２０２０２０世紀世紀世紀世紀がががが終終終終わりわりわりわり、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ我我我我々々々々人類人類人類人類もむきもむきもむきもむき出出出出しのしのしのしの欲望欲望欲望欲望をををを抑制抑制抑制抑制ししししたたたた、、、、一一一一

段段段段とととと進歩進歩進歩進歩したしたしたした調和調和調和調和とととと平和平和平和平和のののの時代時代時代時代をををを迎迎迎迎えることがえることがえることがえることが出来出来出来出来るかとるかとるかとるかと期待期待期待期待しししし、、、、責任責任責任責任もももも感感感感じましたじましたじましたじました。。。。２００２００２００２００

１１１１年年年年９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日でそのでそのでそのでその期待期待期待期待はははは無惨無惨無惨無惨にもにもにもにも打打打打ちちちち砕砕砕砕かれかれかれかれ、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ大統領大統領大統領大統領、、、、ジョージジョージジョージジョージ・・・・Ｗ／Ｗ／Ｗ／Ｗ／ブッシュブッシュブッシュブッシュ

氏氏氏氏のののの登場登場登場登場となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。このこのこのこの人人人人ががががＴＶＴＶＴＶＴＶでででで「「「「自分自分自分自分にににに賛成賛成賛成賛成しないしないしないしない者者者者はははは敵敵敵敵とみなすとみなすとみなすとみなす」」」」とととと言言言言ったったったった時時時時にはにはにはには、、、、

私私私私はははは彼彼彼彼によってによってによってによって地獄地獄地獄地獄のどんのどんのどんのどん底底底底にににに突突突突きききき落落落落とされたとされたとされたとされた気持気持気持気持ちになりましたちになりましたちになりましたちになりました。。。。残念残念残念残念ですがですがですがですが、、、、事態事態事態事態はますはますはますはます

ますますますます悪悪悪悪くなっていくくなっていくくなっていくくなっていく気配気配気配気配ですですですです。。。。ごごごご承知承知承知承知のようにのようにのようにのように、、、、ここここここここインドネシアインドネシアインドネシアインドネシアでもでもでもでも過去過去過去過去にににに日本日本日本日本のののの軍隊軍隊軍隊軍隊のののの支支支支

配配配配をををを受受受受けましたのでけましたのでけましたのでけましたので、、、、私私私私とととと同年配以上同年配以上同年配以上同年配以上のののの方方方方々々々々でででで日本語日本語日本語日本語やややや日本日本日本日本のののの歌歌歌歌をををを記憶記憶記憶記憶しているしているしているしている、、、、そのようなそのようなそのようなそのような

方方方方はははは、、、、私私私私のののの住住住住むむむむ村村村村でもまだでもまだでもまだでもまだ健在健在健在健在ですですですです。。。。思思思思いがけずいがけずいがけずいがけず村道村道村道村道やややや田田田田んぼやんぼやんぼやんぼや村祭村祭村祭村祭りのおりのおりのおりのお寺寺寺寺でででで語語語語りかけられりかけられりかけられりかけられ

るるるる日本語日本語日本語日本語はやはりうれしいものですはやはりうれしいものですはやはりうれしいものですはやはりうれしいものです。。。。日本日本日本日本ではではではでは日韓日韓日韓日韓、、、、日中日中日中日中のののの戦争戦争戦争戦争のののの歴史歴史歴史歴史はははは語語語語られることがられることがられることがられることが多多多多いいいい

ようですがようですがようですがようですが、、、、日本日本日本日本――――インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア関係関係関係関係にはあまりにはあまりにはあまりにはあまり触触触触れられることがないようですれられることがないようですれられることがないようですれられることがないようです。。。。日本人日本人日本人日本人にににに対対対対

するするするする感情感情感情感情がががが、、、、韓国韓国韓国韓国、、、、中国中国中国中国よりもよりもよりもよりも温和温和温和温和なのはなのはなのはなのは、、、、のんびりしたのんびりしたのんびりしたのんびりした風土風土風土風土にににに根根根根ざすざすざすざす国民性国民性国民性国民性もありましょうもありましょうもありましょうもありましょう。。。。

それとまたそれとまたそれとまたそれとまた、、、、私私私私がががが聞聞聞聞いたいたいたいた話話話話ではではではでは、、、、占領軍占領軍占領軍占領軍としてのとしてのとしてのとしての日本日本日本日本のののの軍隊軍隊軍隊軍隊がががが、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん例外例外例外例外はあるとしてもはあるとしてもはあるとしてもはあるとしても、、、、

おおむねおおむねおおむねおおむね謙虚謙虚謙虚謙虚でででで善良善良善良善良であったことであったことであったことであったこと。。。。私私私私はははは宮崎宮崎宮崎宮崎でもでもでもでも、、、、占領軍占領軍占領軍占領軍としてとしてとしてとしてバリバリバリバリ島島島島にににに滞在滞在滞在滞在したしたしたした方方方方をををを二二二二、、、、三三三三

知知知知っっっっていますがていますがていますがていますが、、、、そのそのそのその方方方方々々々々のののの人柄人柄人柄人柄からしてもからしてもからしてもからしても、、、、このことはうなづけますこのことはうなづけますこのことはうなづけますこのことはうなづけます。。。。このようなこのようなこのようなこのような良良良良きききき日本日本日本日本

人人人人のおのおのおのお陰陰陰陰でででで、、、、私私私私たちもたちもたちもたちもバリバリバリバリ島島島島でででで平和平和平和平和なななな生活生活生活生活ができるわけですができるわけですができるわけですができるわけです。。。。    

    日本日本日本日本にににに暗雲暗雲暗雲暗雲がますますがますますがますますがますます広広広広がっているがっているがっているがっている昨今昨今昨今昨今、、、、一筋一筋一筋一筋のののの光明光明光明光明をををを見見見見いだすべくいだすべくいだすべくいだすべく、、、、新年新年新年新年のごのごのごのご挨拶挨拶挨拶挨拶をををを申申申申しししし

上上上上げますげますげますげます。。。。    

                        ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年    元旦元旦元旦元旦    
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 ＜＜＜＜これからのこれからのこれからのこれからの予定予定予定予定＞＞＞＞                    
    

■■■■    第第第第 69696969 回憲法回憲法回憲法回憲法とととと平和平和平和平和をををを考考考考えるつどいえるつどいえるつどいえるつどい    

「「「「グローバルグローバルグローバルグローバル経済経済経済経済のののの中中中中のののの日米安保日米安保日米安保日米安保」」」」講師講師講師講師：：：：増田増田増田増田正人正人正人正人（（（（法政大学教授法政大学教授法政大学教授法政大学教授））））        

日時日時日時日時：：：：2222 月月月月 11111111 日日日日（（（（金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:3012:3012:3012:30    

会場会場会場会場：：：：宮崎市総合体育館大会議室宮崎市総合体育館大会議室宮崎市総合体育館大会議室宮崎市総合体育館大会議室（（（（今回今回今回今回はははは、、、、中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館ではありませんではありませんではありませんではありません））））    

    

■■■■ピースウオークピースウオークピースウオークピースウオーク：：：：講演終了後講演終了後講演終了後講演終了後 13:3013:3013:3013:30 からからからから、、、、みやざきみやざきみやざきみやざき九条九条九条九条のののの会主催会主催会主催会主催のののの    

宮崎駅西口宮崎駅西口宮崎駅西口宮崎駅西口～～～～高千穂通高千穂通高千穂通高千穂通～～～～山形屋山形屋山形屋山形屋～～～～若草通若草通若草通若草通～～～～宮崎駅西口宮崎駅西口宮崎駅西口宮崎駅西口までまでまでまで歩歩歩歩くくくく予定予定予定予定。。。。    

（（（（昼食昼食昼食昼食をとってからみんなでをとってからみんなでをとってからみんなでをとってからみんなで参加参加参加参加しませんかしませんかしませんかしませんか））））    

    

■ ミニミニミニミニ講演会講演会講演会講演会    「「「「私私私私のののの信仰信仰信仰信仰とととと九条九条九条九条」」」」おおおお話話話話しししし：：：：横川澄夫横川澄夫横川澄夫横川澄夫さんさんさんさん（（（（前高鍋教会牧師前高鍋教会牧師前高鍋教会牧師前高鍋教会牧師））））    

みやざきみやざきみやざきみやざき九条九条九条九条のののの会代表世話人会代表世話人会代表世話人会代表世話人のののの横川横川横川横川さんはさんはさんはさんは、、、、長年長年長年長年、、、、高鍋地域高鍋地域高鍋地域高鍋地域でででで、、、、キリストキリストキリストキリスト者者者者のののの立場立場立場立場からからからから平和活動平和活動平和活動平和活動をををを地道地道地道地道

にににに続続続続けてこられましたけてこられましたけてこられましたけてこられました。。。。今回今回今回今回、、、、退職退職退職退職をををを機機機機ににににミニミニミニミニ講演講演講演講演をおをおをおをお願願願願いしましたいしましたいしましたいしました。。。。    

日時日時日時日時：：：：3333 月月月月 28282828 日日日日（（（（月月月月））））18:3018:3018:3018:30～～～～    

場所場所場所場所：：：：宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所 3333 階階階階「「「「くすのくすのくすのくすの樹樹樹樹ホールホールホールホール」」」」            

なおなおなおなお、、、、講演終了後講演終了後講演終了後講演終了後、、、、世話人会世話人会世話人会世話人会をををを行行行行いますいますいますいます。。。。こちらのこちらのこちらのこちらの方方方方もももも是非是非是非是非ごごごご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。    

    

■■■■世話人会世話人会世話人会世話人会のののの予定予定予定予定    

2222 月月月月 28282828 日日日日（（（（月月月月））））18:3018:3018:3018:30～～～～    会場会場会場会場：：：：宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所くすのくすのくすのくすの樹樹樹樹ホールホールホールホール（（（（座長座長座長座長：：：：藤原宏志氏藤原宏志氏藤原宏志氏藤原宏志氏））））    

3333 月月月月 28282828 日日日日（（（（月月月月））））18:3018:3018:3018:30～～～～    会場会場会場会場：：：：くすのくすのくすのくすの樹樹樹樹ホールホールホールホール（（（（座長座長座長座長：：：：南南南南    邦和氏邦和氏邦和氏邦和氏））））横川澄夫横川澄夫横川澄夫横川澄夫さんのさんのさんのさんのミニミニミニミニ講演会講演会講演会講演会ありありありあり。。。。    

4444 月月月月 28282828 日日日日（（（（月月月月））））18:3018:3018:3018:30～～～～    会場会場会場会場：：：：くすのくすのくすのくすの樹樹樹樹ホールホールホールホール    

☆ なおなおなおなお、、、、世話人会世話人会世話人会世話人会はどなたでもはどなたでもはどなたでもはどなたでも参加参加参加参加できますできますできますできます。。。。

 

 

＜＜＜＜講演会講演会講演会講演会にににに参加参加参加参加してしてしてして＞＞＞＞    

『『『『新田原基地新田原基地新田原基地新田原基地とととと米軍米軍米軍米軍～～～～普天間基地返還普天間基地返還普天間基地返還普天間基地返還のゆくえのゆくえのゆくえのゆくえ』』』』参加記参加記参加記参加記    
    第第第第３３３３回憲法回憲法回憲法回憲法とととと平和平和平和平和をををを考考考考えるえるえるえる市民市民市民市民のののの集集集集いいいい((((’’’’10.12.1110.12.1110.12.1110.12.11 於於於於 JAJAJAJA----AZMAZMAZMAZM 大会議室大会議室大会議室大会議室))))    

                    宮崎県弁護士会主催宮崎県弁護士会主催宮崎県弁護士会主催宮崎県弁護士会主催・・・・九州弁護士連合会共催九州弁護士連合会共催九州弁護士連合会共催九州弁護士連合会共催))))    

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                            野崎野崎野崎野崎    眞公眞公眞公眞公    

    

今今今今大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題となっているとなっているとなっているとなっている『『『『新田原基地新田原基地新田原基地新田原基地とととと米軍米軍米軍米軍～～～～普天間基地返還普天間基地返還普天間基地返還普天間基地返還のゆくえのゆくえのゆくえのゆくえ』』』』（（（（宮崎県弁護士会主催宮崎県弁護士会主催宮崎県弁護士会主催宮崎県弁護士会主催ののののシシシシ

ンポジウムンポジウムンポジウムンポジウム））））にににに参加参加参加参加しししし、、、、たいへんたいへんたいへんたいへん感銘感銘感銘感銘をををを受受受受けましけましけましけましたのでたのでたのでたので報告報告報告報告しますしますしますします。。。。パネリストパネリストパネリストパネリストはははは、、、、現在沖縄普天間基現在沖縄普天間基現在沖縄普天間基現在沖縄普天間基

地爆音訴訟団長他地爆音訴訟団長他地爆音訴訟団長他地爆音訴訟団長他、、、、多方面多方面多方面多方面でででで活躍活躍活躍活躍されているされているされているされている沖縄沖縄沖縄沖縄のののの弁護士新垣勉氏弁護士新垣勉氏弁護士新垣勉氏弁護士新垣勉氏、、、、第第第第 9999 回石橋湛山記念早稲田回石橋湛山記念早稲田回石橋湛山記念早稲田回石橋湛山記念早稲田ジャージャージャージャー

ナリズムナリズムナリズムナリズム大賞大賞大賞大賞をををを受賞受賞受賞受賞されたされたされたされた防衛防衛防衛防衛、、、、基地基地基地基地、、、、安全保障問題安全保障問題安全保障問題安全保障問題ののののスペシャリストスペシャリストスペシャリストスペシャリスト東奥日報編集委員東奥日報編集委員東奥日報編集委員東奥日報編集委員のののの斉藤光政氏斉藤光政氏斉藤光政氏斉藤光政氏、、、、

県平和委員会理事県平和委員会理事県平和委員会理事県平和委員会理事でででで新田原基地新田原基地新田原基地新田原基地へのへのへのへの米軍部隊移転米軍部隊移転米軍部隊移転米軍部隊移転、、、、訓練移転訓練移転訓練移転訓練移転についてについてについてについて調査調査調査調査・・・・反対運動反対運動反対運動反対運動にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ各地各地各地各地でででで

報告報告報告報告をををを行行行行っているっているっているっている新富町町議新富町町議新富町町議新富町町議のののの吉田貴行氏吉田貴行氏吉田貴行氏吉田貴行氏のののの 3333 氏氏氏氏でででで、、、、コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターはははは、、、、新進気鋭新進気鋭新進気鋭新進気鋭のののの本県弁護士会憲本県弁護士会憲本県弁護士会憲本県弁護士会憲

法委員会委員法委員会委員法委員会委員法委員会委員のののの成見暁子氏成見暁子氏成見暁子氏成見暁子氏がががが担当担当担当担当したしたしたした。。。。参加者参加者参加者参加者はははは約約約約 120120120120 名名名名でしたでしたでしたでした。。。。            

    討論討論討論討論にににに先立先立先立先立ってってってって県弁護士会県弁護士会県弁護士会県弁護士会のののの塩路洋介氏塩路洋介氏塩路洋介氏塩路洋介氏がががが「「「「航空自衛隊新田原基地航空自衛隊新田原基地航空自衛隊新田原基地航空自衛隊新田原基地にににに米軍米軍米軍米軍がががが来来来来たらたらたらたら、、、、われわれにどのわれわれにどのわれわれにどのわれわれにどの

ようなようなようなような影響影響影響影響があるのかがあるのかがあるのかがあるのか」」」」とととと基調報告基調報告基調報告基調報告。。。。パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションはははは、、、、成見成見成見成見コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの軽妙軽妙軽妙軽妙ななななテンテンテンテン

ポポポポでででで、、、、会場会場会場会場からのからのからのからの質問質問質問質問（（（（質問用紙質問用紙質問用紙質問用紙をををを回収回収回収回収））））をををを交交交交えながらえながらえながらえながら熱気溢熱気溢熱気溢熱気溢れるれるれるれる報告報告報告報告・・・・討論討論討論討論がががが行行行行われたわれたわれたわれた。。。。今回今回今回今回、、、、初初初初めめめめ

てててて「「「「タイタイタイタイムムムムテーブルテーブルテーブルテーブル」」」」形式形式形式形式をををを採用採用採用採用。。。。    

    冒頭新垣氏冒頭新垣氏冒頭新垣氏冒頭新垣氏はははは、、、、沖縄米軍基地沖縄米軍基地沖縄米軍基地沖縄米軍基地のののの現状現状現状現状・・・・基地被害基地被害基地被害基地被害にふれにふれにふれにふれ「「「「1972197219721972 年年年年からからからから 2007200720072007 年年年年までのまでのまでのまでの刑法犯罪刑法犯罪刑法犯罪刑法犯罪がががが 5514551455145514 件件件件、、、、

凶悪犯凶悪犯凶悪犯凶悪犯のののの殺人殺人殺人殺人――――25252525    強盗強盗強盗強盗――――379379379379    放火放火放火放火――――25252525    強姦強姦強姦強姦――――123123123123・・・・・・・・計計計計 552552552552 件件件件、、、、粗暴犯粗暴犯粗暴犯粗暴犯のののの暴行暴行暴行暴行、、、、傷害傷害傷害傷害、、、、・・・・・・・・などなどなどなど計計計計

1008100810081008 件件件件。。。。犯罪多発犯罪多発犯罪多発犯罪多発はははは貧困層貧困層貧困層貧困層がががが兵士兵士兵士兵士になっていることにもあるになっていることにもあるになっていることにもあるになっていることにもある。。。。被害者被害者被害者被害者へへへへ米兵米兵米兵米兵からのからのからのからの補償補償補償補償はははは難難難難しいしいしいしい。。。。見舞見舞見舞見舞

金金金金はははは涙涙涙涙ほどでほどでほどでほどで・・・・」「」「」「」「““““普天間普天間普天間普天間””””はははは・・・・・・・・滑走路端滑走路端滑走路端滑走路端からからからからクリアゾーンクリアゾーンクリアゾーンクリアゾーン((((居住禁止区域居住禁止区域居住禁止区域居住禁止区域))))のののの端端端端までまでまでまで 3000300030003000 フィートフィートフィートフィート

(914.4m)(914.4m)(914.4m)(914.4m)のののの台形状台形状台形状台形状ののののクリアゾーンクリアゾーンクリアゾーンクリアゾーン設置義務設置義務設置義務設置義務があるががあるががあるががあるが、、、、ゾーンゾーンゾーンゾーン内内内内にににに公共施設公共施設公共施設公共施設・・・・病院病院病院病院・・・・学校学校学校学校がががが 18181818 ヶヶヶヶ所所所所、、、、約約約約

3600360036003600 人人人人がががが居住居住居住居住しししし、、、、障害物障害物障害物障害物がががが無無無無いようにすることがいようにすることがいようにすることがいようにすることが満満満満たされていないたされていないたされていないたされていない不的確飛行場不的確飛行場不的確飛行場不的確飛行場であるであるであるである。。。。''''04040404 年沖縄国年沖縄国年沖縄国年沖縄国

際大学際大学際大学際大学にににに、、、、米軍大型米軍大型米軍大型米軍大型ヘリヘリヘリヘリがががが墜落墜落墜落墜落するするするする事故事故事故事故もももも発生発生発生発生。。。。飛行機騒音飛行機騒音飛行機騒音飛行機騒音もひどいもひどいもひどいもひどい、、、、上大謝名上大謝名上大謝名上大謝名ではではではでは年間年間年間年間 30303030、、、、512512512512 回回回回(2002)(2002)(2002)(2002)、、、、
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翌年翌年翌年翌年にはにはにはには 30,96330,96330,96330,963 回回回回(2003(2003(2003(2003））））とととと増増増増えたえたえたえた。。。。夜夜夜夜のののの 19191919～～～～22222222 時時時時にはにはにはには 2,5202,5202,5202,520 回回回回とととと群群群群をををを抜抜抜抜いておりいておりいておりいており、、、、住民住民住民住民はははは安眠安眠安眠安眠できずできずできずできず

((((肉体的肉体的肉体的肉体的・・・・精神的精神的精神的精神的))))被害被害被害被害はははは増大増大増大増大。。。。今年今年今年今年のののの 7777 月月月月 29292929 日福岡高裁那覇支部日福岡高裁那覇支部日福岡高裁那覇支部日福岡高裁那覇支部のののの判決判決判決判決でででで、、、、原告原告原告原告 396396396396 人人人人ににににＷＥＣＰＮＬＷＥＣＰＮＬＷＥＣＰＮＬＷＥＣＰＮＬ

値値値値（（（（うるささうるささうるささうるささ指数指数指数指数））））75757575 をををを越越越越えるえるえるえる騒音騒音騒音騒音はははは違法違法違法違法であるとであるとであるとであると、、、、国国国国にににに３３３３億億億億 6900690069006900 万円万円万円万円のののの支払支払支払支払いをいをいをいを命命命命じたじたじたじた」「」「」「」「全国各地全国各地全国各地全国各地

でででで騒音訴訟騒音訴訟騒音訴訟騒音訴訟がありがありがありがあり、、、、国国国国もももも騒音訴訟騒音訴訟騒音訴訟騒音訴訟にににに考慮考慮考慮考慮せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないないないない。。。。3333 月月月月にににに「「「「『『『『嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地のののの夜間夜間夜間夜間・・・・早朝早朝早朝早朝のののの飛行差飛行差飛行差飛行差しししし

止止止止めをめをめをめを求求求求めるめるめるめる第三次訴訟第三次訴訟第三次訴訟第三次訴訟をををを起起起起こすこすこすこす方針方針方針方針』』』』」」」」がががが決決決決められめられめられめられ原告募集中原告募集中原告募集中原告募集中」」」」とととと報告報告報告報告。。。。    

    吉田氏吉田氏吉田氏吉田氏はははは、、、、新田原基地新田原基地新田原基地新田原基地についてについてについてについて「「「「・・・・・・・・昭和昭和昭和昭和３２３２３２３２年年年年にににに第第第第３３３３操縦学校分校操縦学校分校操縦学校分校操縦学校分校にににに、、、、昭和昭和昭和昭和５５５５５５５５年本土年本土年本土年本土でででで始始始始めてのめてのめてのめての

日米共同訓練日米共同訓練日米共同訓練日米共同訓練がががが行行行行われわれわれわれ平成平成平成平成１２１２１２１２年年年年までまでまでまで強行強行強行強行。。。。平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年からはからはからはからは在日米軍再編在日米軍再編在日米軍再編在日米軍再編にににに伴伴伴伴うううう日米共同訓練日米共同訓練日米共同訓練日米共同訓練がありがありがありがあり、、、、

米軍基地化米軍基地化米軍基地化米軍基地化のののの強化策強化策強化策強化策がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。いまいまいまいま日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定よるよるよるよる既設滑走路既設滑走路既設滑走路既設滑走路ののののかさかさかさかさ上上上上げげげげ工事工事工事工事、、、、米軍宿舎米軍宿舎米軍宿舎米軍宿舎のののの建建建建

設等設等設等設等がががが進進進進められているめられているめられているめられている。｣。｣。｣。｣    「「「「騒音騒音騒音騒音はははは、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度のののの各地方防衛局各地方防衛局各地方防衛局各地方防衛局のののの報告報告報告報告からもからもからもからも、、、、実実実実ににににＷＷＷＷ値値値値がががが 93.693.693.693.6    騒騒騒騒

音発生音発生音発生音発生 26,07626,07626,07626,076 回回回回でででで他他他他のののの基地基地基地基地とととと比比比比べてべてべてべて一番一番一番一番ひどいひどいひどいひどい」「」「」「」「昭和昭和昭和昭和５５５５５５５５年以降年以降年以降年以降３３３３回回回回のののの事故事故事故事故があったががあったががあったががあったが、、、、全全全全くくくく報告報告報告報告ささささ

れていないれていないれていないれていない」」」」とととと報告報告報告報告。。。。    

斉藤氏斉藤氏斉藤氏斉藤氏はははは、「、「、「、「普天間普天間普天間普天間はははは米軍再編米軍再編米軍再編米軍再編のののの落落落落としとしとしとし子子子子であるであるであるである。。。。米軍米軍米軍米軍はははは 21212121 世紀世紀世紀世紀をををを生生生生きるためにきるためにきるためにきるために、、、、24242424 時間以内時間以内時間以内時間以内にににに爆撃爆撃爆撃爆撃

できるできるできるできる体制体制体制体制をとっているをとっているをとっているをとっている」「」「」「」「米軍三沢基地米軍三沢基地米軍三沢基地米軍三沢基地のののの F16F16F16F16 戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機ががががアフガニスタンアフガニスタンアフガニスタンアフガニスタン東部東部東部東部をををを夜間夜間夜間夜間ににににタリバンタリバンタリバンタリバンをををを精密爆精密爆精密爆精密爆

撃撃撃撃したことがあるしたことがあるしたことがあるしたことがある。（。（。（。（2008200820082008 年年年年 7777 月月月月））））世界中世界中世界中世界中にににに 48484848 時間時間時間時間～～～～72727272 時間以内時間以内時間以内時間以内にににに兵力兵力兵力兵力をををを派遣派遣派遣派遣できるようにすることができるようにすることができるようにすることができるようにすることが

狙狙狙狙いいいい。。。。英英英英とととと日本日本日本日本をををを拠点拠点拠点拠点にしてにしてにしてにして世界中世界中世界中世界中にににに派遣派遣派遣派遣がががが可能可能可能可能となっているとなっているとなっているとなっている。。。。日本日本日本日本はははは居心地居心地居心地居心地がががが良良良良いいいい・・・・思思思思いやりいやりいやりいやり予算予算予算予算がががが

年間年間年間年間 1,8051,8051,8051,805 億円億円億円億円――――宿舎宿舎宿舎宿舎からからからからボーリングボーリングボーリングボーリング場場場場のののの遊技場遊技場遊技場遊技場まであるまであるまであるまである」」」」とととと。。。。    

このこのこのこの後後後後、、、、次次次次のののの三三三三つのつのつのつのテーマテーマテーマテーマ((((会場会場会場会場からのからのからのからの質問質問質問質問もももも考慮考慮考慮考慮したしたしたした))))でででで討論討論討論討論。。。。以下以下以下以下はそのはそのはそのはその要約要約要約要約でででですすすす。。。。    

１１１１．．．．「「「「基地基地基地基地のののの被害被害被害被害についてについてについてについて」：」：」：」：裁判裁判裁判裁判でででで騒音騒音騒音騒音をををを出出出出すすすす飛行機飛行機飛行機飛行機のののの差差差差しししし止止止止めがめがめがめが認認認認められなかったのはめられなかったのはめられなかったのはめられなかったのは、、、、米軍機米軍機米軍機米軍機がががが悪悪悪悪

いことをしているいことをしているいことをしているいことをしている、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府はははは悪悪悪悪いことはしていないいことはしていないいことはしていないいことはしていない。。。。政府政府政府政府はははは、、、、““““アメリカアメリカアメリカアメリカ軍軍軍軍のすることはのすることはのすることはのすることは止止止止められませめられませめられませめられませ

んよんよんよんよ””””とととと言言言言っているっているっているっている。。。。国家主権国家主権国家主権国家主権をををを裁裁裁裁くことはできないくことはできないくことはできないくことはできない」」」」((((新垣氏新垣氏新垣氏新垣氏))))、、、、米軍米軍米軍米軍はははは海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊がががが中核中核中核中核でありでありでありであり、、、、敵敵敵敵のののの最最最最

前線前線前線前線にににに突突突突っっっっ込込込込んでいかなければならないんでいかなければならないんでいかなければならないんでいかなければならない。。。。““““殺殺殺殺せせせせ    殺殺殺殺せせせせ    殺殺殺殺せせせせ！！！！””””のののの指導指導指導指導をををを受受受受けておりけておりけておりけており““““我我我我々々々々にににに明日明日明日明日はなはなはなはな

いいいい、、、、今今今今をををを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう””””であるであるであるである。。。。犯罪者犯罪者犯罪者犯罪者はははは基地基地基地基地のののの中中中中にににに逃逃逃逃げげげげ込込込込みみみみ、、、、捜査捜査捜査捜査はははは難難難難しいしいしいしい、、、、逮捕状逮捕状逮捕状逮捕状がががが出出出出てもてもてもても引引引引きききき渡渡渡渡さなさなさなさな

いいいい。。。。米軍米軍米軍米軍のののの特権特権特権特権やややや米兵米兵米兵米兵のののの特権特権特権特権がががが認認認認められているこのめられているこのめられているこのめられているこの歪歪歪歪みをどうみをどうみをどうみをどう正正正正していくのかしていくのかしていくのかしていくのか？？？？((((斉藤氏斉藤氏斉藤氏斉藤氏))))        

２２２２．．．．「「「「在日米軍基地在日米軍基地在日米軍基地在日米軍基地・・・・日米共同訓練日米共同訓練日米共同訓練日米共同訓練はははは何何何何のためにあるのかのためにあるのかのためにあるのかのためにあるのか。」：「。」：「。」：「。」：「米軍米軍米軍米軍にににに好好好好ましいましいましいましい状況状況状況状況があるのでがあるのでがあるのでがあるので基地基地基地基地があがあがあがあ

りりりり、、、、付随的付随的付随的付随的にににに日本日本日本日本をををを守守守守るといっているるといっているるといっているるといっている。。。。米米米米がががが日本日本日本日本のののの為為為為にににに死死死死ぬことはないぬことはないぬことはないぬことはない。」。」。」。」((((新垣新垣新垣新垣・・・・斉藤氏斉藤氏斉藤氏斉藤氏))))、「、「、「、「最新鋭戦最新鋭戦最新鋭戦最新鋭戦

闘機闘機闘機闘機 F15F15F15F15 のののの““““技術向上技術向上技術向上技術向上をををを図図図図るためるためるためるため米軍米軍米軍米軍のののの胸胸胸胸をををを借借借借りるからりるからりるからりるから始始始始まってまってまってまって、、、、今米軍今米軍今米軍今米軍とととと自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊はははは一体化一体化一体化一体化しているしているしているしている。」。」。」。」

((((吉田氏吉田氏吉田氏吉田氏))))、「、「、「、「米米米米からからからから見見見見るとるとるとると、、、、世界的世界的世界的世界的なななな戦略戦略戦略戦略としてのとしてのとしてのとしてのパワーシェアリングパワーシェアリングパワーシェアリングパワーシェアリングでありでありでありであり、、、、米米米米とととと一緒一緒一緒一緒にににに働働働働くくくく実力実力実力実力をつをつをつをつ

けてもらわなければならないけてもらわなければならないけてもらわなければならないけてもらわなければならない。。。。日本日本日本日本からはからはからはからは、、、、自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊をををを戦戦戦戦えるえるえるえる軍隊軍隊軍隊軍隊にするにするにするにする。。。。そのためにそのためにそのためにそのために人格人格人格人格をををを変変変変えるえるえるえる、、、、一一一一

瞬瞬瞬瞬にににに行動行動行動行動しししし殺殺殺殺すすすすマシンマシンマシンマシンとしてのとしてのとしてのとしての軍隊軍隊軍隊軍隊であるであるであるである」」」」((((新垣氏新垣氏新垣氏新垣氏))))        

３３３３．．．．「「「「米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地とととと共存共存共存共存しないしないしないしない生生生生きききき方方方方はははは可能可能可能可能かかかか」」」」三氏三氏三氏三氏ともともともとも基地交付金基地交付金基地交付金基地交付金にににに言及言及言及言及。。。。7777 億億億億５５５５千万円千万円千万円千万円のののの交付金交付金交付金交付金があるがあるがあるがある

((((吉田吉田吉田吉田))))、、、、三沢三沢三沢三沢にはにはにはには 62626262 億円億円億円億円のののの交付金交付金交付金交付金がががが入入入入るるるる。。。。このこのこのこの金金金金がががが入入入入らなかったららなかったららなかったららなかったら第二第二第二第二のののの夕張夕張夕張夕張になるとになるとになるとになると市長市長市長市長とととと市議会市議会市議会市議会はははは

あわてたあわてたあわてたあわてた。。。。三沢三沢三沢三沢はははは反対運動反対運動反対運動反対運動ゼロゼロゼロゼロであるであるであるである((((斉藤氏斉藤氏斉藤氏斉藤氏))))「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄はいまはいまはいまはいま再開発再開発再開発再開発のののの方向方向方向方向がががが著著著著しいしいしいしい、、、、1987198719871987 年以降基地依年以降基地依年以降基地依年以降基地依

存存存存はははは 5555 パーセントパーセントパーセントパーセント台台台台でででで推移推移推移推移しているしているしているしている。。。。完全完全完全完全にににに基地基地基地基地がががが撤去撤去撤去撤去されたされたされたされた場合場合場合場合のののの 1111 年間年間年間年間のののの生産誘発効果生産誘発効果生産誘発効果生産誘発効果はははは、、、、4444 兆兆兆兆 7191719171917191

億億億億 400400400400 万円万円万円万円(11(11(11(11....21212121 倍倍倍倍))))、、、、雇用誘発者数雇用誘発者数雇用誘発者数雇用誘発者数はははは 48484848 万万万万 6,7546,7546,7546,754 人人人人（（（（14141414....09090909 倍倍倍倍））））になるになるになるになる」」」」((((新垣氏新垣氏新垣氏新垣氏))))とととと基地依存基地依存基地依存基地依存からのからのからのからの

脱却脱却脱却脱却はははは可能可能可能可能でででで沖縄住民沖縄住民沖縄住民沖縄住民はははは展望展望展望展望もっていることをもっていることをもっていることをもっていることを紹介紹介紹介紹介。。。。    

最後最後最後最後にににに、、、、３３３３氏氏氏氏のののの発言発言発言発言をををを断片的断片的断片的断片的ですがですがですがですが記記記記してしてしてして報告報告報告報告をををを終終終終わりますわりますわりますわります。「。「。「。「米国米国米国米国にににに従従従従ってさえいればいいのかってさえいればいいのかってさえいればいいのかってさえいればいいのか」「」「」「」「日日日日

米友好米友好米友好米友好をををを築築築築くことがくことがくことがくことが大戦略大戦略大戦略大戦略とととと、、、、もともともともと大使大使大使大使たちはたちはたちはたちは言言言言っているがっているがっているがっているが・・・・・・・・」「」「」「」「米軍基地化米軍基地化米軍基地化米軍基地化をををを許許許許さずさずさずさず、、、、またまたまたまた騒音被害騒音被害騒音被害騒音被害

訴訟訴訟訴訟訴訟をどうとりくむかをどうとりくむかをどうとりくむかをどうとりくむか」「」「」「」「他国他国他国他国のののの善意善意善意善意をををを当当当当てにするほどてにするほどてにするほどてにするほど愚愚愚愚かなことはないかなことはないかなことはないかなことはない」「」「」「」「主権国家主権国家主権国家主権国家であるであるであるである日本日本日本日本にににに外国外国外国外国    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                         

((((米国米国米国米国))))のののの軍隊軍隊軍隊軍隊がががが常駐常駐常駐常駐するするするする異常異常異常異常ささささ・・・・それをそれをそれをそれを異常異常異常異常    

とととと思思思思わないわないわないわない日本人日本人日本人日本人のののの不思議不思議不思議不思議ささささ」「」「」「」「安全保障安全保障安全保障安全保障のののの根幹根幹根幹根幹はははは

信頼信頼信頼信頼であるであるであるである。。。。過過過過ちをちをちをちを犯犯犯犯したらしたらしたらしたら素直素直素直素直にににに謝罪謝罪謝罪謝罪・・・・補償補償補償補償しししし、、、、

そしてそしてそしてそして会話会話会話会話をををを続続続続けることけることけることけること」｢」｢」｢」｢憲法九条憲法九条憲法九条憲法九条のののの精神精神精神精神をををを生生生生かかかか

してしてしてして、、、、一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが安全保障安全保障安全保障安全保障にどうにどうにどうにどう向向向向きききき合合合合うのかうのかうのかうのか｣｣｣｣    

討論討論討論討論はははは、、、、日米安保日米安保日米安保日米安保のののの矛盾矛盾矛盾矛盾がががが沸騰点沸騰点沸騰点沸騰点にににに達達達達しししし、｢、｢、｢、｢抑止力抑止力抑止力抑止力｣｣｣｣

というというというという言葉言葉言葉言葉にににに幻惑幻惑幻惑幻惑わされているわされているわされているわされている実態実態実態実態をよりをよりをよりをより明確明確明確明確にににに

したとしたとしたとしたと思思思思いますいますいますいます。。。。日米関係日米関係日米関係日米関係のののの再構築再構築再構築再構築・・・・平和外交平和外交平和外交平和外交のののの

推進推進推進推進がいかにがいかにがいかにがいかに重要重要重要重要であるかをであるかをであるかをであるかを再確認再確認再確認再確認できたできたできたできた、、、、充実充実充実充実

したしたしたした討論会討論会討論会討論会でしたでしたでしたでした。。。。 
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＜＜＜＜時論時論時論時論＞＞＞＞    

「「「「挑発挑発挑発挑発」」」」ということということということということ    
河内河内河内河内    進策進策進策進策    

『『『『韓国国防省韓国国防省韓国国防省韓国国防省によるによるによるによるとととと、、、、北朝鮮南西部北朝鮮南西部北朝鮮南西部北朝鮮南西部のののの黄海南道黄海南道黄海南道黄海南道にににに駐屯駐屯駐屯駐屯するするするする北朝鮮軍北朝鮮軍北朝鮮軍北朝鮮軍がががが 23232323 日午後日午後日午後日午後 2222 時半過時半過時半過時半過ぎからぎからぎからぎから、、、、韓韓韓韓

国国国国のののの大延坪島大延坪島大延坪島大延坪島((((デヨンピョンドデヨンピョンドデヨンピョンドデヨンピョンド))))やそのやそのやそのやその周辺海域周辺海域周辺海域周辺海域をををを断続的断続的断続的断続的にににに砲撃砲撃砲撃砲撃したしたしたした。。。。同夕同夕同夕同夕までにまでにまでにまでに数十発数十発数十発数十発のののの砲弾砲弾砲弾砲弾がががが撃撃撃撃ちちちち込込込込

まれまれまれまれ、、、、韓国軍韓国軍韓国軍韓国軍にににに死者死者死者死者 2222 人人人人、、、、重軽傷者重軽傷者重軽傷者重軽傷者 16161616 人人人人のののの被害被害被害被害がががが出出出出たほかたほかたほかたほか、、、、民間人民間人民間人民間人がががが少少少少なくともなくともなくともなくとも 3333 人負傷人負傷人負傷人負傷したしたしたした。。。。韓国韓国韓国韓国もももも

応戦措置応戦措置応戦措置応戦措置としてとしてとしてとして対岸対岸対岸対岸のののの北朝鮮軍陣地北朝鮮軍陣地北朝鮮軍陣地北朝鮮軍陣地にににに砲弾砲弾砲弾砲弾 80808080 発発発発をををを加加加加えたえたえたえた。』（。』（。』（。』（朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞 2010201020102010 年年年年 11111111 月月月月 24242424 日付日付日付日付）、）、）、）、そのそのそのその後後後後、、、、

『『『『民間人男性民間人男性民間人男性民間人男性 2222 人人人人のののの遺体遺体遺体遺体がががが発見発見発見発見されされされされ、、、、民間人民間人民間人民間人のののの被害者被害者被害者被害者はははは、、、、負傷者負傷者負傷者負傷者１１１１人人人人のののの計計計計 3333 人人人人…………』（』（』（』（同同同同 11111111 月月月月 25252525 日付日付日付日付）、）、）、）、

とのとのとのとの突然突然突然突然のののの報道報道報道報道にににに、、、、驚驚驚驚くとくとくとくと同時同時同時同時にににに、、、、今回今回今回今回のののの北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮のののの軍事行軍事行軍事行軍事行動動動動はははは決決決決してしてしてして許許許許されるべきものではなくされるべきものではなくされるべきものではなくされるべきものではなく、、、、国際国際国際国際

的的的的なななな場場場場でもでもでもでも、、、、強強強強くくくく糾弾糾弾糾弾糾弾されるべきであるとされるべきであるとされるべきであるとされるべきであると考考考考えるえるえるえる。。。。    

そのそのそのその前提前提前提前提のののの上上上上にににに、、、、今回今回今回今回、、、、北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮がががが武力行使武力行使武力行使武力行使するにいたったするにいたったするにいたったするにいたった原因原因原因原因をををを求求求求めるとめるとめるとめると、、、、米日韓米日韓米日韓米日韓３３３３国国国国によるによるによるによる、、、、核開核開核開核開

発発発発をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮いじめいじめいじめいじめ、、、、黄海黄海黄海黄海、、、、日本海日本海日本海日本海のおけるのおけるのおけるのおける米日韓米日韓米日韓米日韓のののの合同軍事訓練合同軍事訓練合同軍事訓練合同軍事訓練（（（（去去去去るるるる 7777 月月月月 25252525 日日日日～～～～28282828 日日日日のののの日本日本日本日本

海海海海におけるにおけるにおけるにおける史史史史上最大規模上最大規模上最大規模上最大規模のののの米韓軍事演習米韓軍事演習米韓軍事演習米韓軍事演習にはにはにはには、、、、自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊ももももオブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー参加参加参加参加しているしているしているしている))))のののの実施実施実施実施などなどなどなど、、、、北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮

にしてみればにしてみればにしてみればにしてみれば、、、、近年近年近年近年のののの度重度重度重度重なるなるなるなる、、、、内政干渉内政干渉内政干渉内政干渉とととと軍事的脅威軍事的脅威軍事的脅威軍事的脅威にさらされるにさらされるにさらされるにさらされる状況状況状況状況がががが続続続続いたいたいたいた結果結果結果結果とみるべきであとみるべきであとみるべきであとみるべきであ

ろうろうろうろう。。。。    

北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮のののの軍事行動軍事行動軍事行動軍事行動のののの直後直後直後直後、、、、米韓両軍米韓両軍米韓両軍米韓両軍はははは、、、、11111111 月月月月 28282828 日日日日からからからから 12121212 月月月月 1111 日日日日までまでまでまで、、、、朝鮮半島西側朝鮮半島西側朝鮮半島西側朝鮮半島西側のののの黄海黄海黄海黄海でででで、、、、合同合同合同合同

訓示演習訓示演習訓示演習訓示演習をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、韓国陸空軍韓国陸空軍韓国陸空軍韓国陸空軍はははは 12121212 月月月月 23232323 日午後日午後日午後日午後、、、、南北非武装地帯南北非武装地帯南北非武装地帯南北非武装地帯にににに近近近近いいいい射爆場射爆場射爆場射爆場でででで北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮のののの

攻撃攻撃攻撃攻撃をををを想定想定想定想定しししし、、、、戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機などをなどをなどをなどを動員動員動員動員したしたしたした過去最大規模過去最大規模過去最大規模過去最大規模のののの合同実弾訓練合同実弾訓練合同実弾訓練合同実弾訓練をををを実施実施実施実施しししし、、、、国民国民国民国民にににに公開公開公開公開したしたしたした。。。。こうしこうしこうしこうし

たたたた米韓両国米韓両国米韓両国米韓両国のののの対応対応対応対応にににに対対対対しししし、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府はははは、「、「、「、「北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮のののの軍事挑発軍事挑発軍事挑発軍事挑発をををを想定想定想定想定しししし」」」」とかとかとかとか「「「「北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮のののの武力挑発武力挑発武力挑発武力挑発をををを抑止抑止抑止抑止すすすす

るためにるためにるためにるために」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「挑発挑発挑発挑発」」」」したのはしたのはしたのはしたのは北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮だけであるかのようなだけであるかのようなだけであるかのようなだけであるかのような発言発言発言発言しししし、、、、NNNNＨＨＨＨKKKK をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとするテレビテレビテレビテレビ、、、、

多多多多くのくのくのくの新聞各紙新聞各紙新聞各紙新聞各紙もこれにもこれにもこれにもこれに同調同調同調同調しししし、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも米韓米韓米韓米韓のののの行動行動行動行動をををを正当化正当化正当化正当化しつづけているしつづけているしつづけているしつづけている。。。。    

「「「「挑発挑発挑発挑発」」」」についについについについてててて、『、『、『、『広辞苑広辞苑広辞苑広辞苑』』』』はははは、「、「、「、「相手相手相手相手をををを刺激刺激刺激刺激してしてしてして事件事件事件事件などをなどをなどをなどを起起起起こるようにしかけることこるようにしかけることこるようにしかけることこるようにしかけること。。。。そそのかそそのかそそのかそそのか

すことすことすことすこと。」、『。」、『。」、『。」、『大辞林大辞林大辞林大辞林』」』」』」』」はははは、「、「、「、「相手相手相手相手をををを刺激刺激刺激刺激してしてしてして、、、、向向向向こうからことをこうからことをこうからことをこうからことを起起起起こすようにしむけることこすようにしむけることこすようにしむけることこすようにしむけること」」」」とあるとあるとあるとある。。。。ここここ

のののの意味意味意味意味からすればからすればからすればからすれば、、、、今回今回今回今回のののの北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮のののの軍事行動軍事行動軍事行動軍事行動はははは、、、、米日韓米日韓米日韓米日韓３３３３国国国国によってによってによってによって再三再四繰再三再四繰再三再四繰再三再四繰りりりり返返返返されたされたされたされた「「「「挑発挑発挑発挑発」」」」にににに

乗乗乗乗ってしまったってしまったってしまったってしまった結果結果結果結果であるであるであるである、、、、とみるのがとみるのがとみるのがとみるのが妥当妥当妥当妥当であるであるであるである。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその後後後後のののの軍事演習軍事演習軍事演習軍事演習もまさにもまさにもまさにもまさに、「、「、「、「挑発挑発挑発挑発」」」」そのそのそのその

ものであるものであるものであるものである。。。。    

これにこれにこれにこれに対対対対しししし、、、、北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮のののの朝鮮中央通信朝鮮中央通信朝鮮中央通信朝鮮中央通信はははは 11111111 月月月月 23232323 日日日日、、、、韓国韓国韓国韓国がががが計画計画計画計画しているしているしているしている陸空軍陸空軍陸空軍陸空軍によるによるによるによる大規模合同訓練大規模合同訓練大規模合同訓練大規模合同訓練

やややや、、、、さらにはさらにはさらにはさらには日本海日本海日本海日本海でのでのでのでの海軍機動訓練海軍機動訓練海軍機動訓練海軍機動訓練をををを、「、「、「、「挑発挑発挑発挑発的的的的なななな侵略戦争演習侵略戦争演習侵略戦争演習侵略戦争演習」」」」とととと批判批判批判批判するにとどまっているするにとどまっているするにとどまっているするにとどまっている。。。。またまたまたまた、、、、

中国中国中国中国はははは 6666 カカカカ国協議国協議国協議国協議のののの議長国議長国議長国議長国としてとしてとしてとして、、、、このこのこのこの協議協議協議協議をををを早急早急早急早急なななな開催開催開催開催をををを提案提案提案提案しておりしておりしておりしており、、、、これはこれはこれはこれは時宜時宜時宜時宜をををを得得得得たたたた正正正正しいしいしいしい対対対対

応応応応といえるといえるといえるといえる。。。。    

    日本国憲法前文日本国憲法前文日本国憲法前文日本国憲法前文ではではではでは、「、「、「、「われらはわれらはわれらはわれらは、、、、平和平和平和平和をををを維持維持維持維持しししし、、、、専制専制専制専制とととと隷従隷従隷従隷従、、、、圧迫圧迫圧迫圧迫とととと偏狭偏狭偏狭偏狭をををを地上地上地上地上からからからから永遠永遠永遠永遠にににに除去除去除去除去しよしよしよしよ

うとうとうとうと努努努努めているめているめているめている国際社会国際社会国際社会国際社会においてにおいてにおいてにおいて、、、、名誉名誉名誉名誉あるあるあるある地位地位地位地位をををを占占占占めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思うううう。」。」。」。」とととと記記記記されされされされ、、、、第九条第九条第九条第九条はははは、、、、これをこれをこれをこれを受受受受けけけけ

てててて「「「「国際平和国際平和国際平和国際平和をををを誠実誠実誠実誠実にににに希求希求希求希求しししし、、、、国権国権国権国権のののの発動発動発動発動たるたるたるたる戦争戦争戦争戦争とととと、、、、武力武力武力武力によるによるによるによる威嚇又威嚇又威嚇又威嚇又はははは武力武力武力武力のののの行使行使行使行使はははは、、、、国際紛争国際紛争国際紛争国際紛争をををを

解決解決解決解決するするするする手段手段手段手段としてはとしてはとしてはとしては、、、、永久永久永久永久にこれをにこれをにこれをにこれを放棄放棄放棄放棄するするするする。」。」。」。」とととと続続続続くのであるくのであるくのであるくのである。。。。    

    国際紛争国際紛争国際紛争国際紛争をををを平和的平和的平和的平和的にににに対処対処対処対処するというするというするというするという憲法憲法憲法憲法のののの精神精神精神精神はははは、、、、民主党政権民主党政権民主党政権民主党政権からもからもからもからも一顧一顧一顧一顧だにされずだにされずだにされずだにされず、、、、拉致問題拉致問題拉致問題拉致問題をはをはをはをは

じめとするじめとするじめとするじめとする対北朝鮮対北朝鮮対北朝鮮対北朝鮮のののの課題課題課題課題のののの解決解決解決解決はははは、、、、なんらのなんらのなんらのなんらの進展進展進展進展もみられないもみられないもみられないもみられない。。。。それどころかそれどころかそれどころかそれどころか、、、、今回今回今回今回のののの北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮のののの軍事軍事軍事軍事

行動行動行動行動をををを千載一遇千載一遇千載一遇千載一遇のののの好機好機好機好機とととと捉捉捉捉ええええ、、、、菅政権菅政権菅政権菅政権はははは日米安保体制日米安保体制日米安保体制日米安保体制のののの強化強化強化強化とととと自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの実践的配備実践的配備実践的配備実践的配備のののの強化強化強化強化をををを明言明言明言明言しししし、、、、軍軍軍軍

事優先事優先事優先事優先のののの口実口実口実口実としてとしてとしてとして、、、、最大限最大限最大限最大限にににに利用利用利用利用しているしているしているしている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、前前前前のののの自民党政権自民党政権自民党政権自民党政権でさえできなかったことであるでさえできなかったことであるでさえできなかったことであるでさえできなかったことである。。。。    

    一方一方一方一方、、、、昨年末昨年末昨年末昨年末にはにはにはには、、、、尖閣列島尖閣列島尖閣列島尖閣列島をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる日中関係日中関係日中関係日中関係、、、、北方北方北方北方 4444 島島島島をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる日日日日ロロロロ関係関係関係関係がががが緊張状態緊張状態緊張状態緊張状態となったがとなったがとなったがとなったが、、、、

これらこれらこれらこれら歴史的歴史的歴史的歴史的にににに正当正当正当正当なななな日本日本日本日本のののの領土領土領土領土のののの問題問題問題問題にににに対対対対してしてしてして、、、、菅首相菅首相菅首相菅首相はまとはまとはまとはまともなもなもなもな国家主権国家主権国家主権国家主権のののの主張主張主張主張もできずもできずもできずもできず、、、、米国米国米国米国にににに

救救救救いをいをいをいを求求求求めるというめるというめるというめるという対米追随対米追随対米追随対米追随のののの恥恥恥恥ずべきずべきずべきずべき対応対応対応対応にににに終始終始終始終始したしたしたした。。。。    

    自民党自民党自民党自民党、、、、それにそれにそれにそれに続続続続くくくく民主党政府民主党政府民主党政府民主党政府はははは、、、、戦後戦後戦後戦後 60606060 余年余年余年余年、、、、日本日本日本日本がががが外国外国外国外国からからからから攻撃攻撃攻撃攻撃されなかったのはされなかったのはされなかったのはされなかったのは、、、、日米安保体日米安保体日米安保体日米安保体

制制制制によるによるによるによる、、、、米米米米のののの核核核核のののの傘傘傘傘にににに入入入入っていたからだとっていたからだとっていたからだとっていたからだと言言言言いいいい張張張張るがるがるがるが、、、、それはそれはそれはそれは全全全全くくくく間違間違間違間違ったったったった主張主張主張主張であるであるであるである。。。。わがわがわがわが国国国国がががが曲曲曲曲

がりなりにもがりなりにもがりなりにもがりなりにも、、、、外国外国外国外国のののの攻撃攻撃攻撃攻撃をををを受受受受けなかったけなかったけなかったけなかった理由理由理由理由はははは、、、、日本国憲法第九条日本国憲法第九条日本国憲法第九条日本国憲法第九条のおかげのおかげのおかげのおかげであることをであることをであることをであることを、、、、再認識再認識再認識再認識すすすす

べきであるべきであるべきであるべきである。。。。    

    米韓日米韓日米韓日米韓日 3333 国国国国がががが挑発行動挑発行動挑発行動挑発行動をこのままをこのままをこのままをこのまま続続続続けることはけることはけることはけることは、、、、東東東東アジアアジアアジアアジアでのでのでのでの戦争戦争戦争戦争のののの危険危険危険危険をますますをますますをますますをますます増加増加増加増加させることさせることさせることさせること

になるであろうになるであろうになるであろうになるであろう。。。。日本日本日本日本とととと東東東東アジアアジアアジアアジアのののの平和平和平和平和ののののためにはためにはためにはためには、、、、日本日本日本日本のののの外交外交外交外交をををを、、、、制裁制裁制裁制裁やややや軍事的恐喝軍事的恐喝軍事的恐喝軍事的恐喝ではなくではなくではなくではなく、、、、憲法憲法憲法憲法

のののの精神精神精神精神にににに立立立立ちちちち戻戻戻戻ってってってって、、、、辛抱強辛抱強辛抱強辛抱強いいいい対話対話対話対話をををを通通通通じてじてじてじて、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの理解理解理解理解をををを深深深深めめめめ、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも平和的平和的平和的平和的にににに解決解決解決解決するするするする方向方向方向方向

にににに転換転換転換転換することしかありえないすることしかありえないすることしかありえないすることしかありえない。。。。    

私私私私はははは愛愛愛愛するするするする日本日本日本日本がががが平和平和平和平和でありでありでありであり続続続続けることをけることをけることをけることを望望望望むむむむ。。。。    
 


