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各議会、一日でも
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婦問題解決に向けて決議
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各議会の文面を参考にしてください。この動き
が全国各地に広まりますように。
★印の議会は、過去に「日本政府に謝罪と賠償
を求める内容の慰安婦意見書」を可決し、新た
な意見書（又は決議）採択で事実上撤回したこ
とになる議会。
3 月 17 日
【茨城県 常総市議会】
「河野談話」の見直しを求める意見書
http://www.city.joso.lg.jp/joso/www/docu
ments/12299.pdf
6 月 16 日
【奈良県 広陵町議会】 ★
慰安婦問題に関する意見書
http://www.town.koryo.nara.jp/cmsfiles/c
ontents/0000001/1262/No086_allP16.
pdf
※広陵町 議会だより No.86 １２ページ目
9月9日
【大阪市会】
「慰安婦問題」に関する適切な対応を求める意
見書
http://www.city.osaka.lg.jp/shikai/page/0
000281508.html
9 月 12 日
【千葉市議会 教育未来委員会】
慰安婦問題に関して正しい歴史教育を行うこと
を求める陳情書
http://www.city.chiba.jp/shigikai/downloa
d/giketsu26-3.pdf
陳情書 千葉市議 桜井たかしのブログ
http://sakuraitakasi.blog.ocn.ne.jp/blog/2
014/09/post_1c64.html
9 月 24 日
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10 月 6 日
【山形県議会 総務常任委員会】
河野談話見直し求める請願
※委員会で賛成多数で採択されたが、本会議に
は上らなかった。

10 月 6 日
【東京都 町田市議会】
朝日新聞に対し「慰安婦報道」に関する誤報に
ついての謝罪と国連の人権に関わる機関等への
訂正を求める決議
http://www.gikai-machida.jp/voices/GikaiD
oc/attach/Ik/Ik702_2014ginn18gou.pdf

10 月 3 日
【鹿児島県議会】
「慰安婦問題」に関する適切な対応を求める意
見書
http://www.pref.kagoshima.jp/ha01/gika
i/topix/iken/h2603/documents/41829_
20141003173131-1.pdf

9 月 30 日
【北九州市議会】
従軍慰安婦問題に関する意見書
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/sigikai/g0
401025.html

9 月 29 日
【神奈川県 座間市議会】
虚偽証言を根拠とする報道で損なわれた我が国
の名誉を取り戻すための決議
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www
/contents/1412040423755/files/2603
25.pdf

9 月 26 日
【福島県 二本松市議会】
河野談話見直しを首相に求める意見書
http://nadesiko-action.org/wp-content/upl
oads/2014/10/nihonmatu_2014.9.26.pdf

【福井市議会】
フラトン市博物館への平和モニュメントの設置
に反対する決議
http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/gikai/sche
dule/g2609.html
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10 月 8 日
【宝塚市議会】 ★
いわゆる従軍慰安婦問題に関して、本市議会
が平成２０年３月２６日付けで政府に提出した
意見書が決定的な根拠を失ったことを確認する
とともに、国はさらなる真相の究明を進め、諸
外国、関係諸機関に、慰安婦問題についての正
しい理解を促す努力をするよう求める決議
10 月 10 日
【埼玉県議会】
「慰安婦問題」に関する適切な対応を求める意
見書
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/gik
ai-gaiyou-h2609-5.html#6

12 月 19 日
【東京都 三鷹市議会】 ★
「慰安婦問題」に関する適切な対応を求める意
見書

12 月 19 日
【千葉県議会】
「慰安婦問題」について適切な対応を求める意
見書
http://www.pref.chiba.lg.jp/gikai/giji/gaiyo
u/h26/h26-12-teirei/kaketsu.html#a25
0906

10 月 14 日
【高知県議会】
慰安婦問題について適切な対応を求める意見書

12 月 19 日
【香川県議会】
「慰安婦問題」に関する適切な対応を求める意
見書
http://www.pref.kagawa.lg.jp/gikai/jyoho
/giketsu/2611_hatugi01.pdf

12 月 19 日
【千葉県 船橋市議会】 ★
従軍慰安婦問題に関する意見書
http://nadesiko-action.org/wp-content/upl
oads/2014/12/funabasi_2014.12.19.pdf

12 月 19 日
【佐賀県 鳥栖市議会】
「慰安婦問題」に関する適切な対応を求める意
見書
http://nadesiko-action.org/wp-content/u
ploads/2014/12/2014.12.18_tosu_city_
ikensho.pdf

10 月 28 日
【大阪府議会】
「慰安婦問題」に関する適切な対応を求める意
見書
http://www.pref.osaka.lg.jp/gikai_somu/h
2609/1028ianfu.html

10 月 10 日
【 山口県議会 】
「慰安婦問題」に関する適切な対応を求める意
見書
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a300
00/h26-teirei-rinzi/9teireikai07-2.html

10 月 28 日
【金沢市議会】
「慰安婦問題」に関する適切な対応を求める意
見書

12 月 24 日
【京都府議会】 ★
いわゆる「従軍慰安婦」問題の更なる真相解明
と早期解決を求める意見書
http://www.pref.kyoto.jp/gikai/katsudo/t
ere/h2612-te/documents/2014_12_ike
nan04_ianhu.pdf

12 月 22 日
【新潟県 柏崎市議会】
「慰安婦問題」に関する適切な対応を求める意
見書
http://nadesiko-action.org/wp-content/u
ploads/2014/12/2014.12.22_kasiwaza
ki_ikensho.pdf

12 月 19 日
【滋賀県 東近江市議会】
従軍慰安婦問題に関する意見書
http://nadesiko-action.org/wp-content/u
ploads/2014/12/2014.12.19_higasioo
mi_ikensho.pdf
12 月 15 日
【愛媛県議会】
「慰安婦問題」に関する適切な対応を求める意
見書
http://www.pref.ehime.jp/gikai/katsudou
/honkaigi/no339/giin_list/list003.html
12 月 18 日
【大阪府 箕面市議会】 ★
平成 21 年議員提出議案第 13 号「
『慰安婦』問
題に対する国の誠実な対応を求める意見書」の
見直しを求める請願
http://www.city.minoh.lg.jp/giji/document
s/seigan26-4.pdf
12 月 18 日
【東京都 清瀬市議会】 ★

選挙とは
選挙とは

百人の会事務局長 増木重夫

左記文章は、昨日届いた、弊会副理事、前兵庫
県議和田有一朗先生からの手紙です。皆さま、こ
の手紙を読まれてどのように感じられるでしょ
うか。和田前県議（無所属）は兵庫では毎回ほと
んどトップ、３万票くらいとっている超ベテラン
議員。ここは和田先生の宣伝の場ではありません
が、あまりに私は嬉しいので、そのおそそわけを。
まず実に冷静。彼の誠実、謙虚さ。裏を返せば
選挙前の傲慢であったかもしれないことへの率
直な反省。今まで、落選したことを他人のせいに
し、選挙に落ちて自分にも負ける無様な人を山ほ
ど見てきました。さすが和田先生、自分に勝った。
一回り大きくなられたことが嬉しいのです。
♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩
---「ご挨拶」等、略--年末には衆議院選挙への突然の出馬で皆様に
大変ご心配をおかけし、何よリもご期待いただい
た皆様には私の力不足を申し訳なく思うばかリ
でその厳しい結果に心よリお詫び申し上げます。
国政に私たちの想いの伝わらないざまを問い
かけたいと考えていた中で「個人戦」で戦える選
挙がやってきたと感じ急きょ立候補に至リまし
たが、結果としてはやはリ国政選挙は「政党選挙」
であって「個人戦」ではないことを身をもって知
リました。私の未熟さと甘さ、不徳の致すところ
であります。出馬表明から選挙に至るまできわめ
て短期間で準備不足はぬぐえず、これまでいただ
いてきた皆様との信頼関係にひびが入るほどの
厳しい結果となってしまいました。
ご期待くださいました多くの皆様に心よりお
詫び申し上げ、ご厚情に心よリ感謝申し上げま
す。ありがとうございました。
この選挙戦を通じてさまざまなことを学ばせ
ていただきました。しかし何よりも「私には何が
求められているのか」ということを改めて自問す
る機会をいただいたと感じております。選挙戦を
通じて多くの方から「兵庫」のため「垂水」のた
めにまだまだ働いてもらわないといけない、と強
くお声をいただいたのも事実であリます。また、
結果に際して涙下さった方々のためにも、地道な
努力は報われないのだろうかと考え込む満身創
痍の私に勇気を与えてくださった方々のために
も、いかにしても再起せねばとの想いに至リまし
た。そこで私の「分」を知リあえて再度、県議選
に挑戦させていただく決意を致しました。さらな
る身勝手をお許しください。おそらくはこの衆議
院選挙以上に厳しい戦いとなるでしょう。今回の
選挙もそうでしたが「個人」で臨む私の前には「政
党」などの巨大な壁が立ちはだかり、その物量戦
や人海戦術の前にただ茫然と立ちすくむことも
しばしばで、私一人では到底太刀打ちできないき
びしい戦いになるでしょう。しかし地に這いつく
ばってでも前に進む決意であリます。
--以下、約１０行、略--
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ごっこ屋本舗の
ごっこ屋本舗
屋本舗の大風呂敷
京都北山の神主 中 村 重 行
京都北山の
2015 年 01 月 17 日
NPO 法人「ごっこ屋本舗」の活動を始めまし
た。オヨバズナガラ！（当分私が理事長です）
「ゴッコ屋本舗」って何だろう？
私は昭和４０年の春から３０年間小売業を経
営して来ました。最初は夫婦２人で世界一小さ
な山道具の専門店でした。その前の年１年余り
の内４ヶ月は家具の小売り兼卸店に努めて産ま
れて初めて商売を経験しました。その後、横浜
の鶴見で IBS 石井スポーツ（東京オリンピック
の年、IBS 石井スポーツ開業）で登山用品販売
の経験をさせてもらいました。
生まれ育った家はまったく商売と関係のない
神社、それに横浜では１年足らずの間ですが
IBS 石井スポーツで登山用品を買うお客様との
面識は出来、共に山登りをする友達も出来まし
た。しかし、登山用品を買ってくれる人のまっ
たくアテのない生まれ育った京都、それも京都
の繁華街でない西大路八条ですからお客のアテ
の無いところで開業したのです。
後から思えばまったく無謀な開業でした。
（元々考えて実行するようなタイプではないの
ですが、今も変わりませんが）その後も思いつ
いた事はソク実行し、社員のアイデアやお客の
要望はソク実行をモットーにやって経験を重ね
て来ました。
開業から半世紀、商売からはとっくに離れて
客観的に世間を見るようになって来るにつけ、
今の世の中「何かが狂っているな？」と思うよ
うになりました。
京都市内から３５年ほど前に京都北山山中に
引っ越して生活する中で今日から２０年前のこ
の日に起こった阪神淡路大震災、それに東北の
震災津波・原発事故などを見るに付け、ますま
す、日本の国、日本国民（経済，政治、教育も
含めて）が数千年幸せの根源として来た「和」
の精神から離れてゆき「対立」の構造に取り込
まれつつある事に不安を覚えました。
（震災時の
被災者の振る舞いやボランティア活動の中に本
来の日本人の良さがまだ沢山残っている事に安
心はしましたが）
「和」とは単に相手に合わす事だけではないの
はモチロンです。しかし、今の日本の現状を見
ると戦後の教育によって自我の確立は無くな
り、相手に合わす（相手の言いなりになる）事
のみが正しい事だと躾けられて来たように私は
感じました。それは商売の場で良く見受けられ
ます。お客の要望に従って「安く、安く、もっ
と安く」
「他店より品数はもっと、もっと、もっ
と多く」
「店舗」は他店より、広く、広く、もっ
と広く」販売員は商品知識の無い（マニュアル
通りの回答しか出来ない）ロボットのような存
向山好一
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在しか示せない。
何処の店でも売れ筋しか置いてない大型店ば
かりになり、大型店同士の競争で次々に消滅し
て馴染みの店が次々つぶれて信頼感の無い店ば
明けましておめでとうございます
かりになってしまいました。
行き着く所はアマゾンやタカタのような通販 と思いきや、もう１月後半。たくさんの年賀状
会社の全盛になり価格の比較だけになりメーカ をいただきながら返事もままならない日々。お
ーも個性ある製品の開発をする余裕も無くな 許しください。
り、支那や朝鮮のようにパクリ専門の工場にし
１ 選挙
選挙の
の重要性
なくては経営を維持出来なくなってしまいま
百人の会は地方議員と市民の会、議員を応援
す。こんな話はいくら話しても良い方向には向
しその政策を通じて教育再生を図ろうという
かいません。
「なら、どうすれば良いのだ？」で
ものである。ＮＰＯ法人だから、会として直接
終わってしまいます。今の世の中マスコミに乗
選挙応援をするわけにはいかないが、心騒ぐシ
らないものは広がりません。まして、こんな話
ーズンには間違いない。
はマスゴミのスポンサーには不必要ですからで
去年、大阪では橋下市長の出直し選挙。そし
す。
「ごっこ屋本舗」の活動は昔子供の頃女の子
て年末の衆議院選挙。選管から「公設ポスター
たちが良くやっていた「お店屋さんごっこ」か
掲示板の設置が間に合わない。
」と愚痴られた。
ら始めます。
（私は子供の頃は硬派でしたから仲
私に言われても・・。そして♬もう～い～くつ
間には入れてもらていませんが）
寝ると♩、とカウントダウンに入った統一選。
私の人生は「あそび」を「仕事」にして来ま
よく、「増木さんは選挙が好きやね！」と言
した。
「好きなことを職業」にして来ました。そ
われる。私に言わせると維新議員の箕面軍団の
して「商売をあそび」と思うほど好きになりま
方が私の十倍くらい好きに思えるが。さて、去
した。だから、若い人達に（夫婦や子供も含め
年大阪では橋下市長の出直し選挙があった。６
て）商売の面白さを体験して本来の商売が出来
億円の費用が掛かることから、無駄使いと批判
る土壌を日本に残して行きたいと考えました。
された。果たしてそうだろうか。また、この選
「サムライに武士道」が有るように「商人にも
挙は自民、民主、公明、共産等、主要政党がそ
商人道」があることをもう一度日本人に知って
ろってボイコット。橋下市長は（正確な数字は
もらいたい。 商人道が「和」に繋がりみんな
覚えてないが）数百億の赤字を解消したのだか
が楽しい人生を送ることが出来れば世界は日本
ら６億くらい安いものだ！ そういう問題で
の和（大和の国）を見直し「和」が世界に広が
はない。選挙は民主主義の最低基盤を作るも
るはずです。
の。生活保護をなしにしても、お巡りさんの給
そのためにはまず「家庭の和」
「家族の和」を
与をなしにしても行わないといけない。なぜな
大切にし、「友達の和」「親戚の和」「近所の和」
ら、生活保護費を払うのか払わないのか、お巡
「地域の和」「関西の和」「日本の和」に広げる
りさんの給与を払うのか払わないのかを決め
「ごっこ屋本舗」の主張と実行案をこれから見
るのが選挙だから。全ての公共事業、公共支払
守って下さい。そまで言うと「大風呂敷？」）
いに優先して執行しなければならないものだ
神主のブログより
と思う。それが無駄と言うなら、すなわち有権
http://blog.goo.ne.jp/hosononoomiyasan/1
者の声を聴くことが無駄だということになる。
「 上等だ ！ フザケ ルナ ！ 税 金払 わな い
ぞ！」と声高にならざるを得ない。その大事な、
「民主主義の総会」をボイコットする議員に払
う給与こそが最もムダ金ではないか。どこの会
社でも正当な手続きを踏んで株主総会の開催
を請求したら、それは拒めない。会社の売り上
げを伸ばすために現行の社長でいいのか、それ
とも交代すべきかを決めるのが総会だから。
そして衆議院議員選挙。弊会関係者の結果は
次の通り

京都北山山中のログハウス風中村邸（？）
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２ 入会資格

しばしば、いろいろな意味で「なぜこの人が
会員ですか。なぜ入会を認めるのですか。」とい
う質問を受けます。それは無味乾燥の答えを言
えば「法律がそうなっているから」デス！
弊会の正式名称は
「特定非営利活動法人教育再生地方議員百人と
市民の会」という、たいへん長ったらしいもの
です。ご心配なく、理事長もスラスラ言えませ
んので。すなわち、特定非営利活動促進法（Ｎ
ＰＯ促進法）に基づき設立されています。
入会に関しては、弊会の入会規約（定款に明示）
に納得がいき、会費を払えば、石川五右衛門でも
スターリンでも入会を拒否できません。思想信条
や、国籍で入会拒否などもってのほかなのです。
弊会の会員は（大雑把な意味で）保守的な思想
をお持ちの方が大半です。それは結果論であっ
て、入会資格でも、募集目的でもありません。
弊会ホームページに定款を明示していますの
で今一度お読みいただければ幸いです。

昨年の活動、
活動、今年の
今年の活動
３ 昨年の

27年度の総会で26度の活動報告、本年の活動
予定を詳しくお話しいたしますが、その総会その
ものが４月に統一選挙があるため、５月下旬にず
れ込みま、今のところ５月２３日、または３０日
あたりになりそうです。（「選挙の重要性」はこ
れが言いたかったのです。）
大まかな26年度の活動は、
○ H26-3- 8 宝塚ホテル OAJPP共催
中山成彬衆議院議員ご講演「慰安婦の真実」
宝塚を中心に活動する、OAJPP（森田章
彦代表）と一緒に、中山成彬先生にご講演を
いただき、併せて勤労会館でパネル展を行っ
た。共催と言うよりお手伝い！！
○ Ｈ26-3-29 高津ガーデン 春季勉強会
Ⅰ部 長谷川潤元教諭
Ⅱ部 鈴木宏治前福井県議
先ず、弊会理事、元中学校教諭の長谷川潤
先生より、大阪の教育の現状を話していただ
いた。そして、鈴木宏治前福井県議に、その
感想を含めて福井（学力トップの常連県）の
教育を話していただいた。鈴木前議員は、
「世
界が違う」と言いたかったのだろう。大阪と
福井の一番の違いは地域で子供を育てると

いう意識。ないものねだりをしても仕方な
いが・・・・。
○ H26-6-14 於；宝塚ホテル
森脇保仁議員１５周年記念パーティー
阿比留瑠比氏ご講演
弊会理事森脇議員のパーティーをお手伝い。
「必ず安倍さんは憲法改正をやる。」と阿比留
氏の言葉。元宝塚歌劇団 鳳城ひろき（現山
本敬子宝塚市議）が２曲歌ったが、理事長別
件で聴けず！ 残念そう。
○ H26-6-28 於；サムティフェイム新大阪
H26年度総会
基調講演
Ⅰ部 京都北山の神主
中村重行氏
Ⅱ部 なでしこアクション 山本優美子氏
神主が語る「心の教育」と題し、中村宮司

に話していただいた。本頁上段にも彼のこと

を書かせていただいたが、彼が言いたかった

のは「何のための教育か」ということではな

いか。そして山本優美子氏にはグレンデール

の慰安婦像の最新報告。教育哲学と教育を守

る最前線。教育再生。どちらも手が抜けない。
〇 H26-8-2 於東京文京区民センター
真夏の大激論
日本世論の会三輪和雄会長に司会進行を
お願いし、鈴木正人、小坂英二、山本光宏、
田中ゆうたろう、土屋敬之、吉田康一郎、
小嶋吉浩、松浦芳子、二瓶文隆、添田隆晴、
山本へるみ、宮崎文雄、栗林寿行、各先生
にお集まりをいただき、
「教育再生あの手こ
の手」と題し、大熱弁会！ 最後は村田春
樹氏のキツ～～イ激励。
○ H26-9～ 「英霊を被告にして委員会」靖
國参拝訴訟補助参加
百人の会の正式作戦ではないが、有志が
中心となって、首相の靖国参拝違憲裁判に
補助参加。今のところ、補助参加者は 1800
筆。百人の会フルアクセル、パワー全開。
○ H26-12-21 於；サムティフェイム新大
阪 第 85 回理事会 徳永信一弁護士「司
法の左傾化、そのプロセス」
教育正常化とは、司法・立法・行政の左
傾化を食い止めることではなかろうか。靖
国神社とは「武士道を祀ってあるところ」
と徳永弁護士。
全て、動画でアップしています。是非ご覧くだ
さい。
「NPO 法人百人の会」ᵄ「動画」
♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩
○ H27-5-23 or 30 総会
基調講演予定 元宝塚歌劇団 鳳城ひろき
バウホール『いのちある限り』続演で主役
の新次郎（星組：鳳蘭）を演じる。
現宝塚市議会議員 山本敬子先生
「宝塚音楽学校から学ぶ、体育会系教育」
（仮）
山本先生、「一曲歌わせろ・・・・」と。

