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[civilsociety-forum:13563] 

報道するラジオ（2016/08/15） 夏休み企画、敗戦 71 年 子供たちに

戦争を伝える、大阪大空襲を語り継ぐ 矢野宏さん、浜田栄次郎さん

のお話  

 

 

 2016/8/15, Mon 21:01 

 永岡です、第 202 回報道するラジオ、今週も毎日放送アナウンサーの水野晶子さんの司

会で放送されました。 

 今週のテーマは、夏休み企画、日付を見たら言うまでもなく敗戦 71年です。敗戦につい

て、子供たちに伝えたい、ゲストは、ジャーナリストで新聞うずみ火代表の矢野宏さんと、

大阪大空襲で全身大やけどを負われた浜田栄次郎さん（87歳）、矢野さんのライフワークで

ある大阪大空襲取材がテーマで、戦争体験を語り継ぐこと、子供たちにも戦争体験をどう

語るのか、戦争体験を記録して、人権社会を実現するために設立された「平和学習を支え

る会」（http://heiwa.osaka/ ）についても語られました。子供さんにも聞いてほしいと報

道するラジオのスタッフの方は言われます。矢野さんも浜田さんもスタジオでの出演、矢

野さんは報道するラジオに 3年ぶりの出演です。（私の母が、これについて、1973年に出

版された、大阪大空襲を記録する本 2冊を出してくれました） 

 矢野さんは、先の会を立ち上げて、体験者に講師になってもらい、学校の平和学習に行

く、また矢野さんも自身で平和学習の講師に行かれて、先日も小学生～中学生に講演され

て、学年によりテーマは異なり、しかし大阪大空襲を知らない子供も多く、大阪に空襲な

ど、今の子供たちに想像もつかず、先生の年代もそうであり、広島、長崎は教科書にあっ

ても、大阪大空襲はなく、むしろ先生の方が真剣に聞いており、水野さんも大人になり大

阪大空襲を知られたと言われて、矢野さんの活動を通して勉強されており、水野さんも、

皆さんが大阪大空襲を子供たちに伝えられるか、と言われて、矢野さんは年 50～60の学校

で講演されて、取材を通して大阪大空襲の悲惨さを知り、今も苦しんでいる人がいるので

あり、空襲経験者とともに行くことも多く、そのお一人、浜田さんが暑い中スタジオに来

られて、敗戦、1945 年 8月 15日は浜田さん 15 歳、中学 2 年であり、浜田さんは 3/13

に焼夷弾にやられて、ずっと入院、奈良の病院で 8/15を迎えられたのです。 

 空襲で大やけどを負われて、腕も、頭もやられて、両手両足、顔も焼夷弾でやけどして、

http://heiwa.osaka/
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このまま大阪にいたら、次の空襲で殺されると、奈良の親戚の外科医に、担架もなく死に

物狂いで避難されて、しかし体のやけどはケロイド状であり、今のように薬もなく、赤チ

ンしかなく！今では想像もつかない悲惨さであり、戦災障碍者として 71年暮らされて、こ

のお話を多くのリスナーに聞いてほしいのです。 

 今週のテーマ、戦争を伝える、矢野さん、戦争の真実、戦地だけでなく、日本国土の悲

惨さもあるもので、今日はそのお話、大阪大空襲について、太平洋戦争末期、大阪空襲は

50回！ 以上、Ｂ29、世界最大のものが 100機以上来たら大空襲であり、Ｂ29・100機

は、空が埋め尽くされて、焼夷弾が落とされて、最初は浜田さんの会われた 3/13～14、3.5

時間、6.5 万発！の焼夷弾で 4000 人以上殺されて、2回目は 6/1,7,15,26 日と 1週間お

きで、大阪市内は全滅、全体焼け野原で、人口の多いところは壊滅→7/10は堺市がやられ

て、1840 名殺されて、水野さんも詳しくはご存じなく、最後は 8/14、つまり玉音放送の

前であり、1日早かったら、多くの方が助かったのであり、これは京橋がやられて、東洋一

の軍事工場が攻撃されて、6.5万人が大砲などを作り、今の大阪城公園のところ、米軍が焼

夷弾を落としても、風に乗り違うところに落ちたこともあり、それが今のＪＲ京橋駅に 1

トン爆弾 4個、30mの穴が一発で開くもので、今でも不発弾が出て、その際に 300m避難

になる＝破片が 300m、爆風も行くという意味であり、一般市民が殺されて、京橋駅に避

難した人たち、電車は空襲で止まり、600 人ほどの乗客が逃げて、片町線のホームに避難

し、上に落ちても、下なら大丈夫と言っても、防空壕は満杯→そこに 1トン爆弾、30mの

穴＝駅舎破壊＆犠牲者の肉片が血だらけになり飛び散り！ 今の大阪からは想像できない

が、大阪が地獄、分かっているだけで 270名殺されて、600人、700人殺された可能性も

あり、犠牲者の数は 71年たってもわからず、当時 13歳の吉富さん（女性）、母とともに、

赤紙の来た、それも敗戦の前日に来た兄を送りに行き、空襲警報→1トン爆弾、母とともに

生き埋めになり、母は死亡、兄も死亡し、吉富さんは戦災孤児になり、戦争が 1 日早く終

わっていたら、こんな悲惨なことにはならず、そんな方が、我々の周りにいるのです。 

 浜田さん、71年前中学生であり、浜田さんは空襲に会われるまでは、中学は商業校、寝

ていたら、母が空襲は大きいと言い、早く起きて防空壕に入れと言われて、外へ出たら、

母と妹は防空壕にいて、浜田さん、外に出るなり焼夷弾を浴びて、低空飛行でＢ29が来て、

体に響く音であり、本当に低いところから焼夷弾を落とされて、家は大正区にあり、Ｂ29

が焼夷弾を落として、家の前に畑があり、そこへ落とされて、一見花火のように光ったの

ですが、矢野さん、焼夷弾にはリボンがあって、真下に落とせるようになり、その際にリ

ボンに火がついて、花火のように見えた！ と解説されて、浜田さん、何も遮るものがな

く、焼夷弾が落ちて大阪は火の海であり、火が迫り、何も障害物はなく見えて、しかし何
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が起こっているのか、空襲の恐ろしさを目の当たりにして、Ｂ29は高い空からやるのでは

なく、目の前に来て低空飛行、目の前で花火のようになり、空襲と分かった＝自分が標的、

であり、カチンという音とともに、高射砲の破片が飛んできて、これは地上から日本軍が

反撃しても全く無意味、どころか市民を殺すことになるほどのものであり、そうして、そ

れまで落ちてきた焼夷弾と違う音がして、その瞬間に防空壕に飛び込んで、家の前、電車

道のところにあり、1m幅の穴 5～6mに入り、雨のかからないように蓋があり、3月で寒

く、布団をその中において、そして防空壕に浜田さん飛び込んで、風の音から変わり、し

かし次の瞬間、気絶して、気絶していなかったらより助かったかも知れないものの、飛び

込んだところに焼夷弾が来て、破裂、爆発であり、瞬間に火の海、逃げていなかったら殺

されていたのであり、焼夷弾の炎に包まれて、窓のカーテンに火がついて、空襲→ガラス

が飛ぶので危険なので窓を開けろと言われて、矢野さん、焼夷弾は手でつかんで外に捨て

ろとポスターがあったほどであり、焼夷弾は鉄の筒、筒にナパームが落ちて 5 秒で破裂、

850～1000度の火が粘着性で逃げられて、バケツリレーをしたら、油なので逆に広がるの

に、焼夷弾は怖くないと教えられており、これは大前治弁護士が、当時の防空法があって、

1937年、日中戦争時にできて、1941年に、大人は空襲でも逃げるなとなり、逃げずに消

化させろとして、逃げたら罰則あり、懲役 or重い罰金（初任給の 10倍）＝逃げられない、

逃げずに消火活動しろ＝死んでも街を守れ、という資料を発見されて、防空法は粗末で、

家の中に作れ＝家をやられたら死ぬものであり、それで殺された人も多く、浜田さん、自

分は家が燃えずに助かり、カーテンに火がついたためであり、それを近所の人がバケツリ

レーで消してくれて、しかし本当は逃げるべきであったのに、こんなムチャクチャであり、

浜田さん大けがで、母が防空壕から助けてくれと言い、防空壕は何とか助かり、リスナー

より、体験者から、大阪大空襲の後、梅田から天王寺の病院が見えたほどとあり、矢野さ

ん、当時の日本家屋は木と紙のために焼けて、またリスナーより、母の実家は大空襲で、

布施から向こうが焼け野原、生駒山麓に映えたとあり、浜田さん、大阪市内はすべて焼け

てしまい、浜田さんも、空襲でやられた町を、ダットサンの背中で上六まで連れて行って

もらい、谷町線 9丁目の坂から、今の千日前も焼けているのが見えたほどなのです。 

 そして、大阪大空襲の話で、リスナーからメールが殺到し、知らなかった、なぜ全国に

知られていないかとあり、矢野さん、学校で習わない、教科書にない、しかし身近にいて、

聞いてほしいと言われて、浜田さんも矢野さんも、子供たちに話すと、みんな真剣に聞い

て、71年前のことを真剣に聞いてくれて、子供たちには戦争の責任はないが、皆さんが大

人になって作る社会には責任があり、戦争をする社会か、戦争のない社会を選ぶかとあり、

リスナーより、大阪のよく知られたところが 71年前に悲惨で、ぞっとするとあり、しかし
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水野さんこれは大事と言われて、浜田さん、体がやけどを負い、遊び盛りに何もできず、

野球の選手にもなれず、どころか遊べず、人前に出られない、ケロイドの痕を見られたく

なく、電車に乗るのも、ポケットに右手を突っ込んで、であり、お嬢さんも二人恵まれて、

しかし働くのも、ケガした時には父が商売であり、しかし商売（麻袋）は戦後斜陽化し、

子供二人をどう育てるか、それも戦災を負ったもので、大学は卒業させてもらい、しかし

お嬢さんは、下の娘さんは経済的に苦しく、大学に行かせられず、水野さん、被災者への

補償について聞かれて、矢野さん、民間には補償はゼロ、戦争受忍論であり、しかし旧軍

人、軍属、シベリア抑留者、広島、長崎にも少ないながら保障はあり、浜田さんの病院は

全部自費であり、もし全部の人に補償しないといけないと戦争を国はできなくなり、浜田

さんたちは裁判に訴えて、浜田さん、今 87歳、戦争は国が始めて、そして国は止められる

ものであり、戦争は自然災害ではなく、政治により止められて、「絶対に戦争はだめ、苦し

むのは女性と子供」、怪我したら、一生は終わりであり、絶対に戦争をしてはいけない、話

し合いでやるべきと締めくくられました。 

 

 ニュースは上田崇順さんの担当でした。 

 敗戦の式典があり、正午に 1 分間黙祷、安倍総理は戦争の惨禍を繰り返さないといった

ものの、アジアへの謝罪なし、天皇は戦争の惨禍を繰り返してはならない、世界の平和と

述べて、遺族が式辞を述べたものです。安倍総理は靖国神社に玉ぐし料を入れて、数名の

参拝があり、みんなで靖国神社に参拝する会は60人以上赤信号みんなで渡れば怖くないで、

韓国から批判を受けています。 

 矢野さん、これについて、天皇と安倍総理の戦争への違いがあまりにひどく、兵士の 6

割は餓死、食べ物がなく殺されて、日本兵はアジアの 2000万を殺して、重慶では日本軍が

爆撃し「日本は加害者でもある」と言われました。 

 韓国は日本の植民地支配から解放に言及しても、今年は初めて従軍慰安婦について触れ

ず、経済と北朝鮮の脅威についてのみ言及し、日韓合意の白紙化を求めて、また韓国の議

員が竹島に上陸であり、日本は中止を求めても、です。 

 戦争準備法案に反対していたシールズ関西の皆さんが今日 8月 15日に解散、戦争準備法

案強行採決時に 2 万人デモ、参院選に参加し、参院選を区切りに、東京のシールズととも

に解散であり、神戸大の塩田さん、自分たちと政治を近づけて、自分たちの過ごす町で、

自分たちの言葉で政治を語るのだと言い、これからは一人一人が社会への責任を果たすと

言うのです。 

 伊方原発再稼働、発電と送電の開始、しかし伊方町で震度 2 も無視、規制委の検査の元
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で営業運転、川内に続いての営業運転、ＭＯＸは伊方のみ、中央構造線の地震の不安＆半

島の住民の避難の問題があり、矢野さん、最大の懸念は住民の避難であり、伊方の先に 500

人いて、事故時には避難不可能であり、船での避難は不可能＝事故で見殺しにされて、矢

野さん、「日本では人の命は大切にされているのか」、「これは 71 年前と同じ」だと、矢野

さんは強調されました。 

 

 今週の報道するラジオ、リスナーの声が殺到し、戦争を伝える、をテーマに、在日のリ

スナーの方から、戦争を伝える際に日本人だけが被害者のようになり、韓国人も悲惨と言

われて、矢野さん、空襲の被害地で、中国、朝鮮の方は防空壕に入れてもらえず殺されて、

殺された方を哀悼していたと指摘されて、水野さん、日本人は被害者かつ加害者で、これ

は過去だけでなく、今も続き、被害者と加害者の立場、安倍総理はアジアへの謝罪なしで

あり、矢野さんは、これをどう伝えるか、時間は限られて、たくさんの人の話を聞いて、

伝えるべきと締めくくられました。 

 もうお分りでしょう、戦争は破滅であり、弱いものが最初に犠牲になり、戦争を始めた

権力者は責任を取らないのです（エリートが責任を取らず逃げるのは、私もサラリーマン

時代に嫌というほど体験しました）、この内容、例によりいくらでも拡散してください、戦

争が起これば、すべては破滅です！ 

 

 

[civilsociety-forum:13562] 

関西テレビワンダー 戦争体験を語り継ぐ取り組み＆毎日放送ＶＯＩ

ＣＥ 寝屋川事件の後 

 

 

 2016/8/15, Mon 19:18 

 永岡です、今日の敗戦記念の日、関西テレビみんなのニュースワンダーで、戦争体験を

語り継ぐ取り組み、ひめゆり学徒隊のことが取り上げられました。 

 生存者で大阪在住の新川初さん（90歳）は今年春、沖縄におられる友人と元気にお話さ

れて、新川さんは敗戦時に 18歳、沖縄の師範学校におられて先生を目指されて、しかし沖

縄戦で実質動員されて、負傷兵を看病するひめゆり学徒隊に徴用されて、それも、当時、

まともな病院などなく、洞窟にベッドを入れて、それも治療のための機材もろくなものは
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なく、新川さん、米兵が低空飛行で爆撃してきて、その米兵の顔を今も覚えていると言わ

れます。戦火が破局的になり、ひめゆり学徒隊は沖縄の南方に追い詰められて、222 人の

うち 123 名が死亡、それも、戦陣訓と言うものが配られて、要するに捕虜になり恥をかく

な＝捕まる前に死ね、であり、この戦陣訓は、同世代の私の母も持たされたのです。 

 それで、新川さん、自害するために手榴弾を持たされて、自刃としたら、不発弾であり、

助かったのです。それで、戦後、沖縄の悲惨な体験を語り継ぐ語り部を長年されて、そし

て慰霊祭にも毎年出られたのですが、今年は転んで負傷し、慰霊祭も、語り部も中止です。 

 その沖縄のひめゆり学徒隊の平和祈念館、昨年から、体験者による語り継ぎを中止に追

い込まれて、理由は体験者の高齢化で、予約してもらい、体験者が直接語ることが困難に

なったためです。それで、祈念館の学芸員さんたちが、体験者から話を聞いて、それを訪

問者に語り継ぐ試みをされて、これは成果を挙げています。 

 新川さん、今は病院でリハビリ中であり、二つ目標があり、戦争体験の講演会をまたす

ることと、そして慰霊祭に来年はぜひ出たいと言われます。 

 関西テレビのスタジオで、ＴＫＯの木元さんは、祖母が戦争体験者であり、話を聞いて、

そして戦争はその悲惨さよりも、なぜそんなことになったのか、を解明すべきと言われて、

評論家の宮崎哲弥さんは、戦陣訓は国際法違反で、それも軍人に当てはめるべきものを民

間人にさせたのはムチャクチャであり、宮崎さんの祖父はレイテ島の悲惨なところからか

ろうじて生き延びて、戦争の悲惨さを聞かされて、伝えたいと言われました。 

 この前に、ＴＢＳのＮスタで、特攻隊の生き残りの方が体験を語られるものもあり、孫

たちに手記を渡して、沖縄線が長引けば、自分も特攻に行かされていて、そしてスタジオ

では、当時こういうことが美徳とされていたと紹介されて、見ていた母は、教育のためで

あり、当時はそれがお国のためであり、また、母は鹿児島の知覧が特攻の基地であったこ

とは知らされず、母は軍需工場に動員されて、工場でやったことは他言無用であり、しか

し工場でくたくたになり、とても話すどころではなかったと言います。また、大阪大空襲

の際の、防空法はもちろん母も知っており、当時、男は仕事があり、私の母方の祖母が防

空隊長であったのです。 

 戦争体験の継承は、うずみ火の矢野さんの専門で、私はそれを書き起こすのが役目です

が、戦争はすべてを破壊するものであり、決して許してはいけません、戦争になったら、

オリンピックもスポーツもなくなるのです！ 

 

 そして、毎日放送のＶＯＩＣＥで、寝屋川の中学生殺害事件から 1 年、現地の模様が報

じられて、関西テレビでは大人によるパトロールのことが取り上げられましたが、あの事
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件以来、子供が夜出歩くのは少なくなったと言うのですが、犠牲者の同級生は、当日女の

子の方を家に泊めてあげる予定が、親の許可が下りず断り、あの日、泊めてあげられたら、

と後悔します。 

 しかし、寝屋川の駅には、夜の 8 時でも中学生～高校生が今も少ないながらいて、親と

衝突して、家に帰れず、親の手料理を長く食べていない！ という子供や、スマホで連絡

しているので大丈夫という子供もおり、今や、スマホは高校生で普及率は 90％以上、中学

生で 45％であり、50代半ばのオッサン！ には把握できません（私はスマホどころか、携

帯も持っておらず、今もテレホンカードと公衆電話が必須です）、が、これについて、大阪

府警の少年課の担当者は、スマホやＳＮＳで連絡が取れると、親も子も、家にいるような

錯覚に陥ると指摘されます。 

 今の子供たち、ラジオフォーラムで、親と食事したことのない人もいると、仁藤さんが

指摘されて驚きましたが、子供たちは未来を拓くものです、以上、ワンダーとＶＯＩＣＥ

の内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13561] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ 青木理 敗戦 71 年、オリン

ピックと新聞報道、東京新聞を語る 

 

 

 2016/8/15, Mon 17:00 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ、月曜のレギュラーはジャーナリ

ストの青木理さんでした。 

 青木さん、ニュースランキング 1位は敗戦 71年、ネット投票は 1位なものの、町の投票

は 3位で、これは青木さん気になり、71年は人の一生になり、どう戦争を語り継ぐか、オ

リンピックやＳＭＡＰに隠れているのもあると言われました。 

 その敗戦 71年、青木さん、特定の日を区切って戦争を考えるのには意味のないこともあ

り、時間が過ぎて、戦争体験を持つ人か減り、戦争を語り継ぐ団体も高齢化し、忘れ去ら

れており、自分たちの世代がどうやって語り継ぐかと言われて、強啓さんは中国残留孤児

の問題、満蒙開拓、東北の方がたくさん行かれてソ連侵攻時に、敗戦時に関東軍に見捨て

られて、青木さん棄民と言われて、当時満州におられた方を取材されて、棄民であり、「い
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ざとなると国は国民を守らずむしろ捨てる」、逃げるのに赤ん坊が邪魔と捨てられたとも強

啓さん紹介されて、強啓さんそういうことを語り継ぐべきと言われて、青木さん、韓国で

は竹島に上陸し、植民地支配の被害者として行ったものの、日本の戦争責任を追求しつつ、

しかし韓国には竹島に行かない良識もあったのに、日本、韓国とともに過去のことや隣国

への配慮がなく、互いを誹謗中傷、自分の国を愛国して、そして排外主義がアジアの現状

なのは残念で、日本だと安倍政権で秘密隠蔽法、武器輸出解禁、戦争準備法案、そして改

憲とパラレルで戦争体験を消すことが行われて、だから戦争体験を語り継ぐのは大事と言

われました。 

（この最中に宮城、福島で震度 4です） 

 

 デイキャッチャーズボイス、青木さんが、オリンピックと新聞報道についてお話をされ

ました。 

 リオ五輪、メダルラッシュに見る新聞報道の可能性と限界について、青木さん世の中が

騒ぐとそれでいいのかと青木さん思われて、オリンピックは青木さんもご覧になり、日本

選手も応援するものの、テレビはオリンピック一色であり、テレビは 1 日オリンピック、

ネットもそうであり、その中で青木さんの注目される新聞も、一般紙は全部オリンピック、

それも日本選手のメダルであり、しかし、青木さん、リオ五輪は時差 12時間で、新聞で初

めて知ることはなく、こんなニュースを一面トップに連日乗せる必要はあるのか？ 新聞

のスポーツ記事にも意味はあり、しかし速報性ではなく、解説や、選手の努力をスポーツ

面に載せておくべきであり、しかしそこに異変で、東京新聞は、中日新聞の系列の東京の

地方紙であり、東京新聞は一面トップにオリンピック記事なしであり、開会式の時も核実

験禁止がトップで、このところオリンピック一面は 1 回だけであり、一面トップにオリン

ピックは少なく、青木さん東京新聞の知り合いにこれの理由を聞いたら、他の新聞はスポ

ーツ紙並みなのにと聞くと、編集局の意図で、オリンピック一色新聞にはするなとしてお

り、一面トップはオリンピック以外でやっており、もちろんオリンピックも報じるものの、

これを青木さん評価されて、もちろんオリンピックを無視する必要はないが、テレビで速

報があり、読ませる記事が新聞に必要であり、オリンピック報道で隠されることもあり、

それを報じるのが新聞の役目であり、こんな大切な問題もあると市民に伝えるべきであり、

青木さん、8/13の東京新聞は、各紙がオリンピック報道の中、伊方原発再稼働、地震リス

クをトップに持ってきており、8/12の夕刊の伊方原発再稼働、その他、内村のメダルの日

も、9条は幣原喜重郎氏の提案で押し付けでないと報じており、敗戦 71年、憲法の議論も

あるものの、9条の経過を東京新聞は報じており、オリンピック中もいい記事を東京新聞は

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%A3%E5%8E%9F%E5%96%9C%E9%87%8D%E9%83%8E
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書いており、こういうところに、新聞の生きる道、根性を感じると言われて、強啓さんも、

新聞の強みと言われて、青木さん、東京新聞を高く評価されました、以上、デイ・キャッ

チの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13558] 

朝日放送おはようコール 伊藤惇夫が安倍総理の外交姿勢とリオ五輪

ゴタゴタ、敗戦記念日を語る 

 

 

 2016/8/15, Mon 06:20 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は政治アナリス

トの伊藤惇夫さんのお話でした。 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日は戦争体験の継承の難しさ、毎日は敗戦の原点、読売は

オリンピック、産経も同じ、日経は訪日客の入国審査です。 

 

 安倍総理が下関での日露首脳会談を提案して、地元で墓参り、東京五輪の成功と言い、

それで山口で後援会に、プーチン大統領を下関市に招きたいと言い、安倍氏は 2 回目の夏

休みであり、9日から 1週間、別荘でゴルフ、墓参り、花火大会に出て、リオ五輪閉会式、

9月はロシアに行きプーチン大統領と会談して、伊藤さん、総理は政権が安定すると長い夏

休みが取れて、小泉氏は 16日、安倍氏はそれに近く、安倍氏は外交日程が混んでおり、外

遊は安倍氏のストレス解消で、奥さんと一緒ではなく、歴代で総理は外交で大きな成果を

上げて名を上げて、ロシアと北方領土問題を解決したく、プーチン氏と個人的な関係が良

くても領土問題が進展するのではなく、また臨時国会が始まると、安倍総理は経済と言っ

ていたからこれを問われると言われました。 

  

 リオ五輪、日本人のメダルラッシュの半面、チケットのダフ屋行為も横行して、正規の

チケット販売所の付近で横行しており、日本人に実在の旅行会社を名乗って売り、ブラジ

ルでは警察が取り締まりであり、チケットは 2 割売れ残り、完売は開会式のみ、犯罪はブ

ラジルだと日本より遥かに多く、日本人も拳銃強盗、地元の警察は五輪で忙しく対応でき

ずであり、これについて伊藤さん、治安の問題は以前から指摘されており、外国からの観
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光客がこんなに来ることを想定せず、そもそもＩＯＣがリオでやったことは良かったのか、

東京はリオの反省をして、こんなことにならないようにすべきと言われました。 

 

 産経の記事で、成人年齢 18歳引き下げの法律改正が報じられて、飲酒、喫煙の問題もあ

り、伊藤さん、選挙権を 18歳に下げたので自然な流れであり、これには与野党ともに異論

はないが、少年法の問題と飲酒の年齢もあり、選挙権と飲酒、喫煙の問題は残り、読売の

記事で、熊本大地震、見つかった遺体は不明の大学生と判明し、伊藤さん、両親と支援者

の尽力で見つかり、プロの捜索隊よりも、両親の連れて帰りたい執念のたまものと言われ

て、朝日の記事で、今日敗戦 71年、式典もあり、伊藤さん、戦争体験の継承、戦争体験者

はほとんどリタイアし、二度と戦争を起こしてはいけないというものが政治の世界になく、

子や孫の世代に戦争体験を受け継ぐ、8月 15日はそういう日にして、あの戦争の悲惨さを

語り継ぐべきと言われて、産経の記事で、サッカー選手権でシード校が開会式に欠席して

棄権になり、伊藤さん、年に 1 度のビッグイベントでこんなことがあるのかと言われまし

た。以上、伊藤さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13528] 

文化放送ラジオ 大竹まことのゴールデンラジオ 金子勝 小池都知

事とメディアの問題を語る 

 

 

 2016/8/12, Fri 15:20 

 永岡です、文化放送ラジオの、大竹まことのゴールデンラジオ、金曜のレギュラーは慶

応義塾大学の金子勝さんでした。室井佑月さんも同席です。 

 大竹紳士交遊録、猛暑、オリンピックで金子さん寝不足と言われて、オリンピックも肩

入れされて、一回挫折してから勝つのはいい、浪花節と言われて、それで今週のテーマは、

オリンピックは個人的に楽しいものの、ブラジルの経済はマイナス成長で日本より悪く、

リオデジャネイロは経済危機、チケットも売れ残り、富裕層しか買えず、サンパウロでは

反対の声が大きく、東京オリンピックもゼネコンの儲けるネタで、広告代理店の儲けるネ

タであり、リオ、アテネ、ソチ、北京と終わったら引いてしまい、オリンピックで景気が

良くなるとあおっており、お金、人が一気に来るので、一時的であり、スポーツ五輪とし
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て見たら感動するが、政治的には問題で、イギリスのボリス・ジョンソン氏はロンドン市

長でオリンピックとＥＵ離脱を煽ってあれで、小池都知事に 7 割期待するのは危うく、ジ

ョンソン氏やＥＵ離脱、移民排斥の連中と小池氏は似ており、失敗しているものを隠して、

本質的でないところに敵を作って敵意を煽っているものであり、室井さんはこれには小池

氏だけでなくマスコミの責任も大きいと言われて、金子さんその通り、ジョンソン氏もマ

スコミ出身で煽ったと言われて、大竹さん、都連のことは猪瀬氏や舛添氏の時には注目さ

れず、劇場型の選挙と言われて、小泉氏の時と同じであり、金子さん、都議会が伏魔殿と

思わせるものであり、大竹さん、都の予算を透明化とかしていると言われて、金子さん、

都連の幹部は辞任して森氏と和解、小池氏と表面的のみやっていると言われて、しかし舛

添氏が海外出張で叩かれて、小池氏も一人 200 万で行き、非常識な金額であり、小池氏の

本質で、東京オリンピックを根本的に見直すなら、電通（広告代理店、金子さんは電通と

明言）、ゼネコンの問題を取り上げるべきであり、政務活動費がモチ代とかなり、名前を変

えて枠が広がり、これは小池氏の肩を持つメディアが煽ったものであり、小泉氏が刺客選

挙で自民は極右により、カール・シュミット氏が敵を作る政治をして、市民は観客、敵は

ユダヤ人としてあれであり、金子さんは小池氏になっても変わらない、市民は観客で応援

しているものであり、水戸黄門を応援しているようなもので、気が付いたら取り返しのつ

かないことになり、騙されたらいけないという人が誰もいない。 

 小池氏、スーツ会社に資金提供とメディアは追及せず、室井さん、政治とカネの問題が

出て選挙なら 50億、これはメディアに払わせろと言われて、金子さん、これはメディアに

も責任があり、小池氏の極右、核武装発言はメディアは報じず、秘書に超極右人脈を選ん

だこともメディアは報じず、情報操作であり、小池氏についた若狭氏は地検の特捜部で、

しかし地検は甘利氏を起訴しなかったと、金子さん締めくくられました。以上、今週の金

子さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13527] 

市民のための自由なラジオ（第 20 回）（2016/8/12） 古賀茂明さ

ん 報ステ問題の真実と野党共闘、市民連合を語る＆小出先生 浜岡

原発問題を語る 
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 2016/8/12, Fri 11:31 

 永岡です、第 20回市民のための自由なラジオ LIGHT ＵＰ、今週はおしどりマコさんケ

ンさんの司会で東京から放送されました。おしどりのラジオアクティブです。20回目を迎

えられて、お二人からリスナーへの謝意があり、100 回、200 回と続けたいと言われまし

た。 

 今週のゲストは元経産省官僚でエコノミストの古賀茂明さんでした。おしどりさんは古

賀さんと食事を一緒にされる仲であり、前半では、昨年 3 月の報道ステーションでの真相

についてのお話です。I am notABEとして出たことの意味です。 

 古賀さんはカジュアルなスタイルで、テレビだとスーツで出られますが、報道ステーシ

ョンのレギュラーであり、報ステ降板の問題、おしどりさんはその日昼食を古賀さんと取

られて、で、当日の古賀さんのことでマコさんもファンになり、古賀さん、福島事故の後、

破綻処理すべきと主張して、ある朝起きたら、家の前にハクビシンの死骸が玄関に置かれ

ており、これは捨てたものの、この話をしたら、いやがらせ or脅しと日刊ゲンダイが書い

て、警察が事情を聞きに来て、警備課の人が、野生動物が人家に入ること、ライトのつい

ているところで動物が死ぬことはなく、嫌がらせですぐに警察に言ってくれと怒られて

（笑）、嫌がらせをする方は、したと思われないと意味はないのです。 

 それで、古賀さんの 3/27の I am not ABEは、1/23の報ステで、後藤さん、湯川さん

の人質事件の際に、テレビ全体がこういう時期だと言論を委縮して、情報番組で安倍批判

のコメンテイターには自粛しろと圧力がかかり、安倍総理がテロリストと闘っているから

という意味で、安倍総理は後藤さんが拘束されていて、奥さんが交渉していると知って中

東に行き、イスラム国と戦う国に 2 億ドル出すと言ったので、イスラム国は怒って、自分

たちを殺すのに金を出すと言ってしまい、なら、古賀さん、日本人は全部安倍総理のよう

なものとは違うと思い、日本人は I am not ABE、日本語ではなく、安倍氏が中東でバカな

ことを言ったが、日本人全体は違うと伝えて、その日に菅干渉長官がインネンをショート

メールでつけて、番組中で電話に出られず、メールであり、それで番組スタッフが大騒ぎ、

受けた人はこんなもの無視と反論したが、報道局長は無視すべきことを大騒ぎして、2月に

古賀さんは出せないと、3/27を古賀さんのラストで、最後だから伝えたいと、古賀さん当

日おしどりさんとお話して、I am not ABEの繰り返しではダメとして、紙で出すと、作っ

たテレビのスタッフが怒られるので、知り合いが作ってくれてセブンイレブンで印刷して

もらい、Ａ4 の紙を持っていき、番組のシナリオの下に隠して持って行ってのものであり、
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これをカメラの方も映していて、他のところに変えることもなく、報ステのスタッフには

古賀さんを評価する声もあり、しかし上からの抗議、社長のためにやったというアリバイ

であり、しかし昨年の I am not ABE以来、日本人が狙われて、報ステはチュニジアで日

本人が殺された事件で、生き残った男性の証言が重要で、テロリストが入り、日本人かと

聞いたうえで殺したことを報ステが報じ、安倍氏の言葉で日本人は敵と見なされて、殺さ

れてしまい、生き残ったご主人は、日本人が狙われていると外務省に言ったのに、外務省

は無視で隠されて、しかし報道ステーションでこれは報じられて、バングラデシュのテロ

で日本人 7 人が殺されて、犠牲者は自分が日本人だと言ったら逆に殺されたわけであり、

つまり、テロリストにとって日本人は味方ではなく、アメリカやイギリス同様の、アラブ

の敵と見なされてしまい、マコさんも、友人が旅行で、危ないとマコさん言ったら、テロ

リストに殺されるなら I am not ABEと言うとしていたと指摘されました。 

 

 LIGHT UPジャーナル、今週は元京都大学原子炉実験所の小出先生のお話です。ちなみに、

本日 8月 12日 9時に伊方が再稼働させられました。 

 7/27に茨城で震度 5弱で、原子力規制庁が問題ないと言っても、首都圏付近に原子力施

設がたくさんあり、少し西には浜岡原発があり、工事の延期は 5 回目で、計画もずさんで

あり、小出先生、日本は世界最悪の地震国で、地震の予知は困難、というより過去 1 度も

できておらず、ある時突然襲ってきて、しかし日本でも地震の起きやすい場所はあり、世

界の地震学者も近い将来に東海地震が起こると懸念して、巨大な南海トラフの地震域で、

東海、東南海、南海地震が 100～150年の間隔で起きて（古文書に記録あり）、東海地震は

1854年の安政に起きているのに、1944年に東南海、1946年に南海で、東海地震は 152

年起きておらず、地震の歪がたまっており、いつ起きてもおかしくなく、東海地震の予想

震源域の真ん中に浜岡原発があり、こんなところに原発を建てるべきではなく、中部電は

事の深刻さも知り、中部電は本気で浜岡を再稼働させる気なのか、それが浜岡原発工事の

遅れになっているものであり、次の東海地震は今までより大きい可能性もあり、、東海、東

南海、南海は個別でも、3つ一緒でも起こり得て、3つ同時なら東日本大震災並みのマグニ

チュード 9クラスのものが、浜岡原発の直下で起きる可能性がある。 

 浜岡は東日本大震災後に菅総理が停止要請、津波対策の防潮堤（防波堤）を作れとして、

中部電も作ったが、防潮堤は高さ 18m、普通ならあり得ない壁をつくる約束をして、工事

は大変で時間もかかり 1 回目の延期、さらに 18m では足りない（22m）＋新規制基準が

できて、そのたびに中部電は見直しを迫られて、中部電自身が浜岡をもうやめようとして

いると小出先生は思われて、22m の防潮堤は漫画のような壁で、本当に津波に耐えるのか



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

14 

 

不明なものが原発の前にあり、津波、地震が来る→壁を作る→高さが足りない→遅れる、

計画がずさんとマコさん言われて、小出先生、原発事故の歴史は、当初これでいいと思っ

ていたものがアウトになり、地震もこれ以上揺れないと思っていたものがそれ以上起こり、

科学は、完成形ではなく発展途上、確実に未来の予測はできず、科学は未知のものを知り

たいため始めて「完全なことは絶対にわからず」、調べたらまた別の問題が出てくるもので

あり、マコさん、福島の地下水の汚染について、東電が井戸を掘って、「調べれば調べるほ

どわからないことが分かった」と東電に言われたとして、小出先生その通りであり、マコ

さん、核は万一のエゲツナイ状況を無くすべきと言われて、小出先生、規制委が審査して、

川内、高浜、伊方にお墨付きを与えて、しかし田中氏は、合格でも安全でないと言い訳し

て、科学とは未知の領域があると国民は知るべきであり、原発は科学的に不合理なら止め

るべきと言われて、マコさん、規制委は地震の専門ではないのに判断しているのは怖いと

言われて、小出先生、原発は広範な技術を扱い、規制委の 5 人の委員では扱いきれない領

域があり、しかし地震の専門家がいないのは大問題であり、日本の原発に地震は最大の脅

威であり、止めるべきと言われて、マコさん、福島の農民連の方が、熊本大地震の後、川

内原発を止めろと規制庁に要望したが無視されて、農家の方が、熊本大地震は地震学会で

も予測できないと言っているのに、なぜ規制委がわかるのだと言うことと付け加えられま

した、以上、今週の LIGHT UPジャーナルでした。 

 

 後半は、古賀さんの、野党共闘、都知事選について語られました（これは都知事選投票

の前の収録です）。古賀さん、都知事選に一旦は野党共闘でえらばれ、しかし野党共闘の候

補者の選び方が転々としたとマコさん言われて、古賀さん、市民連合と言ってもきっちり

した組織があるのではなく、しかし市民連合の方が様々な人に声をかけて、古賀さんにも

声がかかり、しかし聞いていくうちに、市民連合で古賀さんを推すとなると、宇都宮氏を

推す人との軋轢があり、市民連合が割れてしまうことになり、どうするか、野党に決めて

もらうしかなく、野党にお願いに行くことになり、つまり民進党の枝野氏に依頼し、しか

し枝野氏や岡田氏は古賀さんだとだめ、脱原発で、連合がＯＫしないからで、党本部は有

名人で行きたく、東京の民進党（小勢力）は利権にありつきたく、できたら自民と相乗り

したく！ 増田氏や片山氏なら相乗りできる、保守的な人たちは長島氏であったが、これ

だと共産党がＯＫせず、石田純一氏や渡辺謙氏の名前も出て、都知事は猪瀬氏や舛添氏に

て失敗で、実務のできる人として、古賀さんも立候補表明してくれと言われて、しかし宇

都宮氏で調整すべきと古賀さん言ったのに、民進党は要請として、ところが、その日の夜

に電話が岡田氏からかかり、ぜひ会いたい、候補者なら電話でいいと古賀さん言ったのに、
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帝国ホテルのスイートルームに呼び出されて、サンドイッチは出たものの、岡田氏は暗い

雰囲気であり、宇都宮氏は降りないので困っていると言われて、古賀さん、市民連合から、

鳥越氏がやりたいと聞いていたとして、7/12のこと、間に合わないと思って、古賀さんは

要請を受けて、それで鳥越氏のことを言ったら、岡田氏ホッとした顔であり、古賀さん、

なら鳥越氏で行こうと言い、1週間前に鳥越氏の話があり、古賀さんは初めてテレビに出た

のが鳥越氏の番組であり、お二人とも福岡の出身であり、大腸がんを同じ主治医で直して

もらったガン友であり、I am not ABEとフリップを出して古賀さんは叩かれたのに、鳥越

氏は古賀さんが正しいとハワイから電話されて、鳥越氏は古賀さんを応援しており、それ

で、当初鳥越氏は打診したら出ないとしていたものの、岡田氏の話で、古賀さんより知名

度があり、しかし宇都宮氏のこともあるとして、都連の松原氏らに連絡して、古賀さんで

なく、鳥越氏に決まり、しかしマコさん、政策より勝てる候補、野党共闘で反安倍でない

と非国民のようなことになったと言われて、古賀さん、目的と手段が逆で、安倍政権に対

峙するのに、みんな少しは違ってもまとまるのが野党共闘、市民連合であり、やりたい政

策（原発停止）と手段（野党共闘）なのに、市民連合が割れてしまうので政党に決めても

らう、共闘が目的になり、政策がなく、安倍氏に一泡吹かせるのが目的としても、マコさ

ん、新聞の記事を書き直させられて、野党共闘に希望と書いたらＯＫ、言論の自由がなく

なり、しかし憲法改悪されるとの危惧があり、しかし古賀さん、民進党には憲法改悪した

い方が多く、政策の中身を吟味して、民進党でもリベラルで戦争準備法案反対と見極める

べきなのに、神奈川選挙区で民進党が二人出て、リベラルの真山氏に降りろとなり、原発

イケイケの金子氏を推す始末であり、民進党は何を考えているのか、しかし市民連合も真

山氏を応援して、自分たちの自己満足の分もあり、政策を一人ひとり見てやるべきで、次

の衆院選も、民進党の決定に市民連合がついていく可能性があり、民進党にも問題のある

リベラルでない候補がいるので、民進党が増えても、憲法改悪に民進党がから賛成するも

のが出て、すでに 2/3 はとっくの昔に超えており、安倍氏は維新だけでなく、民進党に賛

成する人がたくさんいることを見抜いており、マコさん、民主主義はみんなで判断すべき

なのに、誰かの意見に乗ってしまうと言われて、古賀さん、自分の判断の際に、「政治家は

騙す、選挙だと何でもいう」、官僚のレトリック、いいことの裏にとんでもないことを書い

ていたが、これを政治家がやりだし、普通の市民は騙されやすく、民進党の 2030年代原発

ゼロは、2039 年 12 月 30日まで原発をやるという意味であり（だから電力労連がＯＫし

た）、本当のゼロではなく、それも今動いていないので、これから再稼働するという意味な

のです。 

 マコさんは、自民の憲法草案には反対だが、いまの憲法をよくすることはあると言われ
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て、古賀さん、憲法は国民の権利を権力から守るものであり、憲法を変えてほしいは政府

ではなく国民が言い出すべきであり、今の議論は、自民党が変えたいからやつており、Ｇ

ＨＱに押し付けられたと言われるが、今度の憲法は自民党に押し付けられたものになると

言われました。 

 古賀さん、政治を変えるのには、自分が立候補、ないしは通したい人を市民の力で出さ

せるべきであり、野党共闘だからいい、ではダメだと古賀さん締めくくられました。 

 

 今週の市民のための自由なラジオ、マコさん、古賀さんは好きだが、意見はすべて一致

しているのではなく、同じ考えの人はいるのではなく、違う考えでも聞いて話し合い認め

るものであり、そのために自分の考えに責任を持つべきと締めくくられました。以上、今

週の自由なラジオでした。来週は西谷さんの司会で放送されます。 

 

 

[civilsociety-forum:13525] 

朝日放送おはようコール 中川譲が日中関係とアメリカ大統領選を語

る 

 

 

 2016/8/12, Fri 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は帝塚山学院大

学客員教授の中川譲さんのお話でした。 

 今朝の朝刊一面トップは、すべて内村の個人総合 2連覇です。 

 

 中国が領有権を主張する尖閣海域で、中国船とギリシャ線が衝突し、中国の漁船が沈没、

乗組員 6人が日本の海保に救出されて、8人行方不明、オランダ船は大型で、この海域に中

国船 300 隻が来て日本の領海に入り、政府関係者はこれだけの中国船が来たのは異例で、

中国のネットでは、中国の領海なのに中国の当局は何をしていると書き込まれて、日中で

適切に処理すると言い、日中の緊張状態の中で、岸田外相は中国に 20回以上抗議し、これ

について中川さん、この問題は従来からあり、漁船は来ていたが、中国の政治的な意図が

あり、そこで今回の事故で、日本の海保が救出しても、中川さん事態は変わらず、日中の

対立は深く、それでも日中関係を改善するきっかけにすべきであり、中国の高官が来て日
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中首脳会談のめどが立たず、しかし昨日の事故で、中国当局は日本に謝意を示して、日中

関係も和らぎ、中国も日本に接近し中国の世論も変わり、こういう時期だからこそ話し合

いのパイプもできたと言われて、来月のＧ20で空気の変わる可能性もあり、日本の外務省

も日中関係を改善する方向でやるべきと言われました。 

 

 アメリカのトランプタワーに、バージニア州に住む 20歳の男性がよじ登り、警察が確保

しようとして、3時間後 21階で拘束されて、そしてアメリカ大統領選、世論調査ではクリ

ントン氏 48％、トランプ氏 40％、7月下旬からトランプ氏の支持率が急落し、クリントン

氏暗殺の示唆があり、しかしイラク戦争で子供を亡くした両親への暴言がきっかけであり、

他方クリントン氏もスキャンダルが出て、これについて中川さん、トランプ氏は暴言を吐

きまくり、いまは支持率が下がっても、クリントン氏はアメリカの支配層の支持を受けて

おり、そうなるとトランプ氏は現状に不満を持つ人から、暴言で支持されて、アメリカの

メインストリーム層がクリントン氏を支持するのが、本選でどうなるか、このままクリン

トン氏が勝つとは思われないと言われました。 

 

 読売の記事で、熊本大地震で不明の大学生が遺体で発見されて収容されて、中川さん、

両親の執念で発見されて、消防や警察の近づけないところまで行かれて、胸が詰まる思い

と言われて、朝日の記事で、寝屋川での中学生二人が殺害された事件から 1 年、容疑者の

供述調書が黙秘で作られておらず、中川さん、黙秘権は憲法上認められても黙秘したら被

告に有利とは限らないと言われて、産経の記事で、イランでポケモンＧＯを国内で全面禁

止、多数のモンスターが出て、ギャンブル性があり異教徒のものだとして、中川さん、イ

スラムの教義ではそうなり、イランでも自由化が進み、イランの国民がこれを受け入れる

かは不明と言われました。 

 

 

[civilsociety-forum:13523] 

毎日放送ちちんぷいぷい 石田ジャーナル 日本会議のこと 

 

 

 2016/8/11, Thu 21:38 

 永岡です、毎日放送のワイドショー、ちちんぷいぷいにて、極右組織「日本会議」（創の
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最新号で、佐高信さんは日本だけ会議と揶揄されています）のことが石田英司デスクによ

り取り上げられました。日本会議のことがテレビで取り上げられるのは、これが初めてで

す。 

 日本大の岩井奉昭さんも指摘されて、神社本庁を主体として、全国の神社で憲法改悪の

署名を集めており、伊弉諾神宮の宮司は、憲法改悪を求めており、宮司の本名氏、戦後日

本はおかしく、日本を取り戻すために今の憲法ではいけないと思い、日本会議は今の憲法

ではダメ、緊急事態条項を求め、安倍政権の求める改憲と、日本会議の意図は一致すると

本名氏は言います。 

 去年 11月に憲法改悪 1万人集会が行われ、会場は一種、異様な熱気であり、日本会議で

はイベントのほかに、憲法改悪を求める映画も制作し、日本会議に所属する有識者のコメ

ントもあり、今特に力を入れているのは 1000万の憲法改悪を求める署名ですが、本名氏は

神社には様々な考えの人が来て、批判もあり、自分たちのできる範囲でやれることを責任

を持ってやると言うのです。 

 石田さん、昔からある団体ではあるが、安倍政権が出て注目されるようになり、日本会

議の意図と安倍政権の意図が一致して、日本会議のことは、菅野完さんの新書本、16万部

売れて、菅野さんは 90年代から右傾化したことを様々な人たちがばらばらに言って、その

源流が日本会議にあるとされて、菅野さんがインタビューに答えて（菅野完さんがテレビ

に出るのはこれが初めてです）、全然違う所属の人たちが同じことを言い、調べたら彼らが

日本会議に所属して、宗教も宗派もばらばらな組織がなぜ集まるのか、憲法改悪に関して、

現実問題として最大公約数は 24条の、個人の権利を保障するものの抹殺、女性と子供の権

利を否定することを日本会議は意図すると言われて、1000万署名の威力は大きいと菅野さ

ん言われて、これだけ憲法改悪を求めている→国会で発議しろと圧力になり、憲法改悪に

は国民投票になり、公選法の適用はなく、1000万の名簿をもとに、日本会議は電話、はが

き etcで働きかけて、護憲側にはそんなものはなく、勝負はついていると言われて、先の宮

司は、安倍政権は日本会議の傀儡ではなく、安倍政権と日本会議の考えが近いと言い、菅

野さん、憲法 24条の男女平等、女性や子供の権利を否定し、女性は家庭を守れと考えてお

り、これは安倍総理の女性活躍と矛盾するものの、ヤマヒロさん、天皇の生前退位につい

て、日本会議のＨＰでは否定的であり、今回天皇が生前退位したら、特別立法にしろと、

天皇を大事にする考えと矛盾すると言われて、松尾貴史さんも、明治～戦前のどこが美し

いのか日本会議の考えって不明と言われて、石田さん、日本会議の理想はサザエさんの世

界、専業主婦であると紹介されて、岩井さんは日本会議は危ないという見方はおかしく、

日本会議と安倍首相の意見の一致と言われて、これで時間になり、石田さん、この件はま
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たやりたいと言われました、以上、ちちんぷいぷいの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13522] 

関西テレビみんなのニュースワンダー ツイキュウ 寝屋川・中学生

殺害事件から１年、地域の取り組み 

 

 

 2016/8/11, Thu 21:38 

 永岡です、関西テレビの、みんなのニュースワンダーの木曜企画ツイキュウ、１年前、

大阪府寝屋川市で中学生二人が殺害された事件から間もなく１年、再発防止に取り組む地

域のことが取り上げられました。 

 昨年、夏の夜にいた中学生二人が寝屋川から連れ去られて殺害された事件は大阪だけで

なく、日本中に衝撃を与えて、中学・高校生は親が夜の外出に厳しくなり、しかし今はポ

ケモンＧＯもあり、子供たちが深夜も繁華街に出歩いているのです。地域ではＰＴＡなど

の方が 70名で夜間パトロールして、再発を防ぐものの、参加しているのは皆さん高齢者で

あり、69歳の自治会長さんも、子供のいる世代はその対応などで参加できず、どうしても

夜のパトロールは高齢者になってしまうと言われます。 

 これに対して、摂南大学の中沢先生のゼミ生さんたちが、地域のパトロールを昼からや

って、民間のパトロールカー、通称青パトで子供たちを見守り、そして夜はジョギングし

ながら子供たちを見守っており、これは、普段から子供たちを大人が見ているとすると、

犯人の方にも犯罪はできないぞという意思表示になり、中沢さんは、こういう取り組みは

自治会が自治体や警察から依頼されてやることが多いものの、こうして若い人たちが自発

的に見守ることで、地域を守る活動が充実すると言われます。 

 このような、夜に子供を見守る施設もあり、寝屋川市ではやっていても、時間は夜の 8

時までであり、行政には限界もあり、しかし北九州市では、行政が夜 10時～翌朝 7時まで

子供たちの相談できる環境を整えており、これには税金もかかり、なかなか普及しません

が、それでも、今子供たちを見守る環境は必要と締めくくられました。 

 ラジオフォーラムで、今子供たちを取り巻く環境は激変して、そもそも家にいられない

子供たちがたくさんいて、家族で食事をしたことのない子供もいるという話を聞いてショ

ックであり、今は、私が中学・高校時代のように、子供は夜は家で勉強していろでは済ま
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ず、昨年の事件発生後、子供たちが犠牲になり、容疑者逮捕の翌日に大谷昭宏さんが、こ

んなむごい事件を見たことがないとコメントされましたが、未来を担う子供たちを守らな

いと、日本に未来はありません、以上、ワンダーの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13521] 

赤旗日曜版スクープ、稲田防衛大臣の政治資金デタラメスキャンダル

報道！ 

 

 

 2016/8/11, Thu 09:46 

 永岡です、久々に赤旗日曜版（8/14）で大スクープ、極右発言の稲田防衛大臣に、政治

資金スキャンダルです。    

 

   http://www.jcp.or.jp/akahata/web_weekly/ 

 

 35面にあり、問題は稲田氏の政治資金パーティーの領収書で、稲田氏の資金管理団体「と

もみ組」の領収書の写しを赤旗日曜版の編集部が入手したら、その中に金額、宛先、年月

日が同じ筆跡のものが大量にあり、これは自民党の議員の政治資金パーティー会費を支払

った証明として稲田氏が受け取ったものですが、編集部は、筆跡鑑定人の天野瑞明さんに

鑑定を依頼し、これは別々の議員の出した領収書なのに、金額を書いたのは同一人物だと

断定されて、それで編集部が稲田氏の事務所に質問すると、何と、政治資金パーティーに

行くと祝儀袋に金額の書いていない白紙の領収書が入れてあり、金額を稲田氏の事務所の

ものが書いたと、白紙領収書のことをあっさり認めたのです。領収書の金額と、実際に支

払った金額は同じと稲田氏側は言うものの、問題の領収書は 2012～2014年の 3年で 260

枚、金額は 520 万円であり、立正大の浦野広明さん（税理士）は、白紙領収書は税務署に

認められないとあきれられます。 

 これはもちろん、政治資金規正法に抵触し、3 年以下の禁固か 50 万以下の罰金ですが、

領収書には総務省の規定で、目的、金額、年月日の 3 つが揃わないとアウトであり、稲田

氏が白紙領収書をやった相手は、高市早苗氏、金田勝年氏、松野博一氏、塩崎恭久氏、山

本有二氏、今村雅弘氏、松本純氏、加藤勝信氏、山本幸三氏、丸川珠代氏と、安倍政権の

http://www.jcp.or.jp/akahata/web_weekly/
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閣僚が揃っているのです。彼らに編集部が白紙領収書の件を糺しても、回答なしです。 

 浦野さんは、政治資金は国民の信託を受けた公金であり、そのため非課税で、白紙領収

書の横行する事態は悪質と言われます。 

 また、神戸学院大のお馴染み上脇博之さんは、政治資金規正法の趣旨に反するもので、

領収書はお金の流れを明確にするものであり、これだと金額が正しいと客観的に証明でき

ず、自民党が組織的に政治資金規正法に反することをしてきたと指摘されています。 

 今朝は、この記事を見て唖然であり、白紙領収書というものは、舛添氏のゴタゴタでも

出てきたもので、白紙領収書では額面の金額と実際に使われた金額の差が裏金になるのが

常であり、自民党にお金にきれいになれというのは、ゴキブリに清潔にしろと言うに等し

い（と書いたら、ゴキブリが、自分たちは戦争しないぞと怒るだろう(笑)）のですが、ご存

知の通り稲田氏は極右勢力との関係も取りざたされて、同じページで元テレビプロデュー

サーの仲築間（なかつくま）卓造さんが、メディアが極右防衛大臣に及び腰と書かれてい

ますが、こんなお金に汚い人物に、「国防」を任せられるのでしょうか？ これなら酷某で

す（笑）。 

 

 この他、俳優の市川悦子さんが、戦争童話を語られたことの意味を 1,2 面で、戦争への

流れを止められなくなる前にとしての講演の内容があり、7面では改造内閣について、ウル

トラ右派、政治評論家の浅川博忠さんは、改憲準備内閣と批判されて、18,19 面では、太

平洋戦争では、補給を無視して、兵士の死の 6 割が餓死であったことが報じられて、一橋

大の吉田裕さんの解説もあります。これ、故・小田実さんが 2003年に神戸で講演された際

に、太平洋戦争時に日本は食糧自給率 100％で餓死者が出た、今は何％だ、日本に戦争で

きるのか言われたのを今でも覚えており、戦争で戦死より餓死が圧倒的に多かった戦争な

ど他になく、当時の大本営は竹やりでＢ29と戦え、空襲は怖くないと言っていましたが、

本質は今も変わらないのです。 

 ちなみに、政治資金スキャンダルは小池都知事にも取りざたされており、この赤旗日曜

版でもやくみつるさんの漫画になり、こんな戦争を志向し、金に汚い安倍政権は日本の恥

であり、早く総辞職するか、あるいは自民党の本部を、外から鍵のかかる「別荘」（やくざ

用語で刑務所のこと）にすべきです！ 以上、赤旗日曜版の内容でした。 
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[civilsociety-forum:13519] 

朝日放送おはようコール 二木啓考が小池新党と東大阪冤罪判決を語

る 

 

 

 2016/8/11, Thu 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝はジャーナリス

トの二木啓考さんのお話でした。 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日、読売、産経はオリンピックであり、競泳 800m リレー

で銅メダル、52年ぶり、毎日は天皇の生前退位特別法、日経は外国人の日本での就労環境

です。 

 

 小池都知事が都議会をにらんで新党の結成を選択肢の一つとして挙げて、都政を前に進

めるためのもので、初めて小池新党に言及し、都知事選で支援を受けた勢力 70人との会談

で言及したもので、来年は都議会議員選挙もあり、小池新党が橋下氏とどう連携するかと

噂されて、都議会自民との対決が来月にあり、政治塾を作りもので、これについて二木さ

ん、橋下氏は置いておいて、小池氏はまだ自民党員であるのに、小池氏に二つ山があり、

都議会で、オリンピックの検証委員会が 9 月に中間報告をすること、来年の夏に都議選、

都議会で小池氏を支持する勢力が今なく、自公で 2/3 の勢力が今あり、小池氏に自公と対

決で、ネットワークを作り自公との対決に新党、小池氏は敵を作ってやる方法で、何年か

前の橋下氏と同じであり、都議の何人かは橋下ファンであり、民進党に行かず維新になび

く勢力があり、都議会の自民がどう出るか、9月に小池氏は正念場と言われました。 

 

 熊本大地震から間もなく 4 か月、ただ一人行方不明の男子大学生の捜索、家族らが必死

に捜索して、乗っていたと思われる車が発見されて、遺体が発見されて、車は 2m の岩で

潰されて、しかし遺体の収容には至らず、手の届くところにいて、手が出せないのが残念

と両親は語るのです。崩落現場から川を 400m 流されたところでの発見、両親の必死の捜

索の結果で、これについて二木さん、不明者が発見されて、二木さんも現地を取材されて、

すさまじい崩落で現場に近づけず、しかし親御さんも無念であり、胸が苦しくなる、両親

の捜索の結果と言われました。 

 

 朝日の記事で、大阪での火災での冤罪事件で無罪判決、司法自らの検証がいると朝日は
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書き、二木さん、冤罪でも日本では検証されず、冤罪をした警察、検察、裁判所には罰則

はなく、冤罪を作った裁判長の責任が問われたことはなく、国の代行でやったので、なぜ

冤罪を生んだか、欧米では第 3 者の検証がなされるのに、日本ではなく、日本だと冤罪で

責任を問われず、冤罪は無くならないと言われて（これについて、ジャーナリストの今西

憲之さんがブログで言及、http://www.imanishinoriyuki.jp/archives/49278260.html 

 今西さんは大阪府警を国営暴力団と断罪されます）、読売の記事で、天皇の生前退位を認

めるのが 80％、女性天皇も 72％が認めて、二木さん、天皇の言葉に感銘を受けて、法律を

変える必要があり、女性天皇もいいという声で、今上陛下にあそこまで言わせるまで放置

した政治の責任があると言われました。産経の記事で、うめきた庭園のことがあり、二木

さん、期間限定だからこのままやったらいいと言われました。 

 

 

[civilsociety-forum:13515] 

ラジオ関西 ばんばひろふみラジオＤＥしょー 西谷文和 オリンピ

ックと戦争、財政破綻について語る 

 

 

 2016/8/10, Wed 15:31 

 永岡です、ラジオ関西の、ばんばひろふみラジオＤＥしょー、第 2 水曜にフリージャー

ナリストの西谷文和さんが出られて、ばんばん侍のコーナーでお話をされました。 

 今回のテーマはオリンピックと財政破綻であり、西谷さんこの時期は中学、高校の平和

登校日に学校で公演されて、今日の午前中は和歌山の田中 3 兄弟の出身校に行き、盛り上

がっていたというのです。団体競技で田中選手が勝ち、平和でないとオリンピックは楽し

めないというものであり、しかしオリンピックでおもてなしではなく、表がないから裏ば

かりであり、先々週も語ったように、北京五輪の際に、グルジア（ジョージア）の大統領

が南オセチアに戦争を開始、プーチン氏は戻って空爆であり、グルジアの大統領はオリン

ピックを狙って戦争し、オリンピックは平和の祭典だけでなく、ジョージアで戦争、ソチ

五輪の際にウクライナで革命、ロシアと戦争しクリミア半島問題があり、オリンピックは

平和の祭典と言いながら、アテネ五輪でギリシャは財政破綻し、当時ギリシャは 2002年に

ＥＵに加盟しユーロに参加し、それで国債を発行しまくり、地下鉄や空港を作ったが、五

輪は 2 週間で、その後破綻、東京も同じことが懸念されて、バブル期に小さい町に 1500

http://www.imanishinoriyuki.jp/archives/49278260.html


  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

24 

 

人入るホールを建てても維持できず閑古鳥、高齢者のカラオケ会場で赤字垂れ流しであり、

維持管理費で破綻、長野五輪も 98年にやって、ハコモノを建てまくり財政破綻、ボブスレ

ーの会場は五輪後使い道がなく、維持管理費で破綻し、潰すのすらお金がかかり、アテネ

はスタジアムが廃墟、ギリシャは財政再建のために消費税増税＆公務員リストラ、国民に

ツケであり、オリンピックをやってもどうか、大阪でも 2008年にオリンピックを誘致して

失敗、夢洲、舞洲埋め立て、そこをつなぐ橋を作り、600 億！ もかけて橋、大きなタン

カーが来た時に回って通せるようにしたが、建設後バブル崩壊でそんな船は来ず、年に 1

回ガソリン代 100 万かけて無駄に回し、今大阪南港のことを咲州と言うが、選手村にする

予定の夢洲～舞洲のトンネルを作り、コンクリートのブロックを沈めてつなげて、鉄道を

通するものであり、トンネルはできても夢洲には誰も住まず、無駄な税金の使い道であり、

これは磯村氏の時代で、誰もかれもオリンピックをとしてこの始末、借金のみ残り、西谷

さん「オリンピックは毎回発祥の地アテネでやったら新しい施設を作らずに済む」と言わ

れて、東京も前回の五輪で発展し、あれは高度経済成長期のためであり、ブラジルも景気

を上げるために五輪として、それで財政破綻、ブラジルは資源国で鉄鉱石販売にてやれる

としたが、今は不況で原油価格が下がり、中国もブラジルも落ちて（かつてＢＲＩＣＳと

呼ばれた新興国のひとつなのに）、西谷さん、「リオ五輪後暴動が起きる可能性がある」と

言われて、オリンピック開催前からデモ、国民の 6 割が反対し、ワールドカップをやった

のも問題で、今は身の丈に合ったことをすべきで、ブラジル国債は低迷し、これからはも

っと質素なオリンピックにして、お金をかけないようにすべき。  

 リスナーから、先々週のお話、戦争とオリンピックのことを聞いて驚き、考えるとオリ

ンピックは政治的に戦争と関係があり、日本選手を日の丸を振って応援するのを見て恐ろ

しいとあり、西谷さんの中東取材へのエールもあり、それで西谷さん、先々週のお話にあ

ったように、戦争とオリンピックは密接な関係にあり、ヒトラーのベルリン五輪が景気、

オリンピックを利用してドイツ人は優秀、ユダヤ人は劣等として、国威をあげて、聖火リ

レーもヒトラーが始めて、開会式をあんなに派手にしたのもヒトラーが最初であり、開会

式でナチスの党歌が流れて、ドイツは優秀→戦争であり、ばんばさんもアテネでずっとや

ったらいいと言われて、儲かったのはロスくらいまで、テレビの放映権料で今は儲けて、

1964年の東京オリンピックは 10月の季節のいい時にやったのに、なぜ 8月にするか、テ

レビの放映権、10 月はアメリカも日本も野球が選手権、ヨーロッパも 10 月はワールドリ

ーグであり、だから 8 月の暑くてもテレビのためにやるものであり、この気候でオリンピ

ック、マラソンをやったら選手に危険で、問題があると締めくくられました。以上、西谷

さんのお話でした。 



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

25 

 

 

 

[civilsociety-forum:13510] 

朝日放送おはようコール 小西克哉が小池－森会談と尖閣問題を語る 

 

 

 2016/8/10, Wed 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は木原善隆さん

がお休みで、国際ジャーナリストの小西克哉さんのお話でした。 

 今朝の各紙朝刊一面トップは、すべて体操男子の金メダル獲得、スポーツ紙も同じです。 

 

 東京オリンピックの委員長の森氏と、小池都知事が会談し、森氏が先に握手を求めて、

長い間対立関係にあった二人が会談し、この会談が注目されたのは、都知事選で小池氏は

オリンピックの開催費用を批判していたためであり、小池氏と森氏、初会談で、丸川氏も

リオから帰って会談に参加し、小池氏はリオに行くのです。これで東京オリンピックに一

致団結かと言うと、小西さん冷ややかであり、森氏はお見合いのお嫁さんを待つ気分であ

り、何十年ぶりに会うのか、小池氏は旧森派であり、二人のやり取りに不穏な空気もあり、

森氏もいろいろあり、森氏は派閥を出て行った小池氏にわだかまりもあり、小池氏は世話

になった意思はなく、世話になったのは細川氏であり、敵を作って闘うのは小泉氏のやり

方で、何をするか決めてからやるべきであり、この対話は良かったものの、森商事のもの

としてどうか、東京オリンピックは予算が 3 倍以上になり、追加競技でさらに膨らみ、小

池氏は予算を検証しないと、都民は納得せず、しかし小池氏は落としどころを見つけるも

のであり、小池氏は調査チームで都民を納得させられるのかと言われました。 

 

 沖縄の尖閣諸島に中国の船が来て、岸田外相は日本の主権侵害と中国の大使に抗議し、

他方中国大使は中国の立場を説明したと言い、来週のＧ20で安倍総理が抗議することにな

ると言い、尖閣を航行する中国の船は、尖閣国有化以降最多であり、なぜ侵入するか、小

西さん、Ｇ20前の緊張を高める、稲田防衛大臣への反発、南シナ海で裁判に負けた腹いせ

であり、中国は尖閣の問題が日中間にあることを認めさせることであり、日本は尖閣問題

はないと言っているものの、中国は尖閣問題を世界に示したく、しかし中国は国際ルール

を変えようとしていると世界から批判され、日本は国際仲裁裁判所に、領土問題がないと
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しているために訴えられず、首脳会談の前には中国はこういうことをして、海保も対応し

ないと、日本は硫黄島の闘いのようになると言われました。 

  

 朝日の記事で、天皇が一家で懇談し、2012年の春から週 1回あり、小西さん、天皇の生

前退位の意向は以前からあり、次の天皇は公務などを皇室全体で分担すべき、ロイヤルフ

ァミリーは日本だと天皇のみに集中していると言われて、産経の記事で、マクドナルドが 2

年ぶりの黒字、ポケモンＧＯの影響は不明で、小西さん、ビッグマックより上の価格で勝

負して、アメリカでも高めの価格で成功していると言われて、朝日の記事で、ファミリア

が西宮で保育園参入、月 22万の保育料であり、小西さん、ドアホノミクスは勝ち組に恩恵

で、高所得者層には保育園の差別化もできていると言われました。 

 

 

[civilsociety-forum:13509] 

サンテレビニュースＰＯＲＴ 被爆体験を語り始めた尼崎の男性の未

来への思い  

 

 

 2016/8/9, Tue 21:52 

 永岡です、サンテレビのニュースＰＯＲＴ、敗戦 71年特集、広島で被爆した、尼崎在住

の男性のことが報じられました。 

 石橋恒さん（86歳）、広島の原爆で 14万人が亡くなり、石橋さんは爆心地から 1kmの

ところで被爆し、7月 31日、初めて人前で被爆体験を語ることを決意されました。 

 敗戦 71年の今年、オバマ大統領が広島を訪れて、石橋さんは当時、広島の兵器工場で働

き、広島には爆撃はそれまでなく、原爆投下を誰も予想できず、広島の町は一瞬で壊滅、

石橋さんは広島の様子を地獄のようであったと言われて、水を求めて被爆者が集まり、そ

の水が青白く光り、遺体も瓦礫もわからない模様であり、石橋さん、尼崎の特別養護老人

ホームを訪ねて、戦争体験を語られて、人前で体験を語るのは初めて、30人を前に、原爆

投下後、人々が川に飛び込んで亡くなった惨劇を語られて、上から人が落ちてくる、一晩

中被爆者は地獄の中をさまよい、話を聞いた若い人も、体験を引き継ぎたいと言われるの

です。 

 石橋さんが被爆体験を語るきっかけは、今年 1 月、灘高校の生徒が体験の聞き取りに来
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たことであり、若い世代に引き継ぎたい、そしてオバマ大統領の広島訪問も契機になり、

現職アメリカ大統領の広島訪問は初、核兵器を使った道義的な責任に言及し、石橋さん、

アメリカのトップが来てくれてよかったと語り、今回初めて戦争体験を語り、若い人たち

に戦争体験を語り、2度と過ちを繰り返してほしくない、孫や子にこんな目に会わせたくな

く、核の悲惨さは経験した人でないとわからず、伝えて、人生を終えたいと言われるので

す。戦争体験者は高齢化して、それでも伝えないとならないのです、以上、サンテレビの

ニュースの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13507] 

ラジオ関西 時間です！林編集長 矢野宏 広島原爆体験継承を語る  

 

 

 2016/8/9, Tue 17:57 

 永岡です、ラジオ関西の、時間です！林編集長、にジャーナリストで新聞うずみ火代表

の矢野宏さんが出られました。 

 今日は長崎原爆の日であり、矢野さん、体験をどう継承するかと言われて、林さんも阪

神・淡路大震災も体験者はいずれいなくなり、若い人にどう伝えるかで、矢野さん、自分

たちの世代は親が戦争を体験しており、これを語り継ぐために声を上げるべきと言われま

した。林さん、8月 15日だけでなく、戦争が本当に終わったのはもっと後、海外では戦闘

も続き死んだ人もあり、この体験を若い人に引き継ぐべきと言われて、矢野さん、犠牲者

の数で戦争を判断するのではなく、一人でも亡くなったら家族には悲劇で、そういうこと

を知るべきと言われて、林さん、我々に渡されたバトンをどう受け継ぐかと言われました。 

 

 矢野さん、今日のお話は広島原爆のこと、毎年 8 月 6日は矢野さん広島に行かれて、記

念日、慰霊の日は特別で、沖縄は 6月 23日、それで矢野さん 4年ぶりにある方に会われて、

学徒動員で被爆された寺前妙子さん（85歳）、語り部になり、学徒動員は労働力で中学生以

上の人たちで、6300人の中学生が広島で亡くなり、学徒動員、寺前さんはかろうじて生き

延びて、8月 6日に爆心地から 550mの電話交換手をされており、当時 3交代制、7時の

交代であったので寺前さん生き延びたものであり、屋上で 8 時の人は朝礼で全員死亡、9

時の人たちは通勤の途中でほとんどが亡くなり、寺前さんは建物の中にいて何とか助かり、
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それでも 550m、空から青空を見たら光り輝いて落ちてくるものがあり、何かと思うと、

真っ白な世界になり、直後真っ暗、あちこちで同級生たちの助けを求める声が上がり、そ

して消えて、寺前さん大けがであり、寺前さん、左目を無くされて、2階から外を見たら火

であり、飛び降りて逃げて、しかし寺前さんの前に 100mの川、何人も助けてと言われて、

そこにたまたま担任の先生、若い女性の脇田千代子さんが寺前さんを抱えて 100mを泳ぎ、

また戻り別の生徒を助けて、中学 1 年の妹が亡くなり、顔にウジ虫がわいて大変であり、

なぜ助かったのかと思い、戦後原爆症で苦しまれて、40度の高熱、吐き気、歯ぐきから出

血であり、それでも希望を取り戻して生き続けて、支えになったのは助けてくれた先生へ

の感謝をしたく、被爆から 33 年の 1978 年に先生の行方が分かり、先生は 1945 年 8 月

30日に亡くなられており、それで、寺前さん、語り継がないと戦争が起こると語り部にな

られて、しかし寺前さん、様々な病気と闘っての語り部であり、戦争を止めるために闘っ

ておられるのです、以上、矢野さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13501] 

朝日放送おはようコール 小西克哉が天皇生前退位を語る  

 

 

  2016/8/9, Tue 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は国際ジャーナ

リストの小西克哉さんのお話でした。 

 今朝の朝刊一面トップは、すべて天皇の生前退位の発言のことです。読売では象徴の務

めが困難になったこと、毎日も同じ、産経は生前退位の意向、日経も同じです。 

 

 天皇が 11分のビデオメッセージにより、生前退位について直接触れなかったものの、皇

室のあり方について語り、80歳を超えて、この先の自分のあり方に思いを寄せて、現行の

皇室制度には述べられず、自分の意思を話したものであり、憲法で象徴と位置付けられた

天皇のことを語り（番組では 11 分のメッセージが全部放映されました）、政府は有識者会

議で検討することになり、皇室典範の改正、特別法の制定（一代限り）、これについて小西

さん、「象徴」へのこだわりがあると言われて、象徴と 8回語り、131件の国事行事、公的

行為は 538件（被災地訪問）、小西さんが一番印象に残ったのは象徴としての天皇を強調し
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たことで、8回象徴と語った件について、陛下は象徴天皇にこだわりがあり、我々は社会科

で象徴天皇制について、明治の天皇制と異なり、明治では天皇が主権者、1945年から国民

が主権者で、天皇は今ここまでやっており、妥協は象徴天皇制では問題であり、摂政は問

題解決ではなく、象徴天皇制を安定させるには生前退位が良いとこだわり、1945年からの

象徴天皇制をどう安定させるか、国民も問われていると言われました。また、このメッセ

ージをどう伝えるか、全テレビ局が報じ、玉音放送以来のものであり、3・11 の際でもメ

ッセージはあったものの、宮内庁の記者クラブではなく、テレビで国民に直接語りかけた

意思があり、象徴天皇制の危機を感じていると言われました。 

 また、生前退位には、皇室典範の改正（恒久的）と特別法（一代限り）、元号をどう変え

るのか、生前退位では元号は変わり、退位後の呼称、公務などの問題があるというのです。 

 

 

[civilsociety-forum:13496] 

報道するラジオ（2016/8/8） 夏休み企画 福本晋悟さん＆高橋信雄さ

んが広島平和祈念館から報告、子供たちに伝える原爆 

 

 

  2016/8/8, Mon 21:00 

 永岡です、第 201 回報道するラジオ、今週も毎日放送アナウンサーの水野晶子さんの司

会で放送されました。 

 この夏休みの、子供とともに考える企画、今週は、広島ＲＣＣのスタジオとつないで、

福本晋悟アナウンサーが広島平和記念資料館などを取材されたことなどを報告されました。

福本さん、夏の広島は暑く、雨も一瞬で蒸し暑く、その炎天下、福本さんは取材されて、

日本に原爆投下から 71年、広島と長崎、被爆者は高齢化し、被爆体験のある方は高齢化し、

子供たちに原爆をどう伝えるのか、が今日のテーマで、福本さん平和祈念館や平和公園を

取材されて、外国人が半分くらいであり、平和祈念館を見て、どう広島について伝えるか、

です。 

 そして、広島ボランティアガイド 

（http://www.hiroshima-navi.or.jp/information/volunteer/3901.php ）の高橋信雄さ

ん（77 歳）がおられて、高橋さん 17 年前まで中学の社会の先生で、広島を子供たちに伝

えて、核の時代を生きることを知ってほしいと、活動されて、核兵器をなくそうとする時

http://www.hiroshima-navi.or.jp/information/volunteer/3901.php
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代に、子供たちがどう生きるかであり、高橋さんは敗戦時 6歳、国民学校の 1年で、その

時に 8 月 6 日を迎えられて、高橋さん被爆は直接されていないが、広島で先生をして、親

戚に被爆者も多く、原体験から追体験として子供たちに広島を伝えたいとしているのです。 

 福本さん、今日の取材は、平和祈念館、チケットを買うのに 20人並ぶほどであり、大勢

の人が来て、リニューアル工事で、東館が閉館で半分であり、それで混雑して、立ち止ま

って見られない場所すらあり、福本さんも 5 年ぶりに来られて驚かれて、理由はオバマ大

統領の来訪、6,7月の来館者は 4割も増えて、外国人が激増し、5,6月には 5割の増加であ

り、中国の観光客が全国では多い中、広島にはヨーロッパの方が多く、欧米の関心が高く

なり、オバマ大統領の効果は大変大きく、去年 149万来て、史上 5番目、今年は史上最高

の模様で、日本人の関心ももちろん高く、日本で見学した子供の感想、原爆の話を聞いた

意味があったというものであり、分からないと戦争が起こる、成人の方より、オバマ大統

領も来て、子供の時にも見たが、放射線の仕組みなど、印象に残り、悲惨であったと再確

認された人もあり、また展示品への感想もあり、言葉で表すより、自分の目で見ることが

大切とあり、子連れの母親、子供に戦争を伝えたいものである人があり、自分も子供も興

味を持てたと語り、水野さんも感心されて、何度行っても新しい発見があり、福本さん、

オバマ大統領の折り鶴を見たい人もいて、感想を書くノートもあり、オバマ大統領の核廃

絶のメッセージを国籍関係なく多くの人が訪れていたのです。 

 オバマ大統領の来訪について、高橋さん、リスナーより、広島の皆さんは、オバマ大統

領の来訪をどう評価されているかと質問があり、高橋さん、評価が圧倒的であり、しかし

本当は原爆投下への謝罪、核廃絶の被爆者の願い、核兵器禁止条約をしてほしかった、2009

年のプラハ演説から、広島で核廃絶への思いをしてほしかったというのが、被爆者の思い

であり、やはり、広島は謝罪を求めていた＆オバマ大統領に核廃物をもっとしてほしかっ

たものであり、実効性のある核禁止と謝罪なしには不満があっても、だからと言ってオバ

マ大統領の広島訪問は否定されるものではなく、これから核廃絶への実行をしてほしいと、

広島は思っていると高橋さん言われるのです。 

 福本さん、オバマ大統領の平和祈念館の見学は 10分、何を見たかは非公開であり、今は

本館のみの見学しかできないが、キノコ雲の写真があり、日本人も外国人もそれを写真に

撮り、この資料館で最も多いのは遺品の服、中学・高校生のつぶれた服であり、福本さん

は全身やけどを負った方の資料が印象に残り、全身やけどの方の写真の前では、皆さん言

葉を失うのです。 

 ベルギーから来た 17歳の高校生、原爆のことは知っていても、原爆が被爆者にこんな悲

惨なことをするのかを、この写真を見て初めて知ったものであり、キノコ雲は知っていて
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も、被爆者の悲惨者は海外には伝わらず、実物の意味はあるのです。 

 高橋さんが福本さんの案内をされて、高橋さん、子供たちへの案内で、戦後 71年、子供

たちに広島を受け継いでもらうのは、原体験、被爆者の話を聞いてもらうことが何よりで、

原爆投下の下で、生活していた人たちがどうであったのか、被爆者の体験を引き継ぐのが

大切であり、しかし被爆者はどんどん高齢化し、高橋さんと同い年の女性、6 歳で被爆し、

自らの被爆体験を語れるが、それ未満の方には被爆体験を自らの言葉で語るのは難しく、

原体験をもった人から聞くことの限界もあり、被爆した遺物からあの日を語らせる時代に

来ていると言われて、資料館の果たす役割は大きくなり、オバマ大統領が資料館を訪ねて、

真摯に受け止めて、核兵器は非人道的で禁止すべきという体験をもって帰ってほしかった

のです。 

 福本さん、子供たちに広島を伝える難しさは、子供たちは修学旅行などで広島に来て、

どう伝えるべきか、映像でやるのか、人形で伝えることも検討されており、水野さんは蝋

人形で被爆直後のことを表したものを思い出されて、福本さん、それは今プラスチック製

になり、これは恐ろしく、しかし来年 2 月に撤去が決定、作り物を排除して、実物に特化

する方針になり、これについて高橋さん、実物でたくさんあったのは、ボロボロになった

子供たちの服などであり、これを今の子供たちに見せて、広島の方が原爆を浴びてどんな

ことになったかを追体験するのは難しいと言われて、高橋さんのお孫さんも人形は恐ろし

く、見たくないというものの、あの人形にはインパクトは大きく、原爆の悲惨さを見事に

表し、作り物だからおかしいのではなく、同じ実物は今なく、だから人形であり、人形を

撤去して、服や弁当箱だけでは原爆の悲惨さの再現は難しく、実物＋作り物には意味もあ

り、他方人形の状態よりひどかったという意見もあり、高橋さん、生きていた人たちが一

瞬で殺されて、歩くことすらできなかった人もあり、被爆者にはもっと悲惨なことがあっ

たのです。 

 人形を見た子供さんのお話、原爆を浴びて水もないのは怖く、これを見てよかったと思

い、大人からも、皮膚がただれるのは、実際の悲惨さを示してくれて、怖くても見なけれ

ばならない、あれがトラウマになっても、現実であり、示すものは残すべきとの声があり、

子供も見て怖くても、見た意味を感じて、福本さん、原爆の被害を伝えるのは難しいと言

われました。 

 平和のための戦争展が昨日まで京都であり、被爆者の米澤鐵二さんがお話をされて、母

親と満員電車にいて、そこで原爆に会い、エゲツナイ光線で、ものすごい音で、すさまじ

い爆風でなぎ倒されて、大変な悲鳴であり、服は焼かれて裸、米澤さん、当時の子供たち

は焼けて全裸であり、やけどが水膨れになり、直接光線の当たったところとそうでないと
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ころの差で皮膚が垂れて、子供たちは逃げて、脱水症状で川に入り、そして亡くなり、遺

体の群れであり、米澤さんは親子ともに救援のトラックに助けられて、お婆さんが目玉が

飛び出して、母がそれを見るなという地獄の体験であり、こういう体験は貴重でも、いつ

までも聞けるのではなく、その時に何が必要か、人形にも意味があると水野さんは言われ

て、生の体験を聞くのがむつかしい今こそ必要だと水野さん言われて、高浜さんその通り、

原体験を伝えるのが難しくなり、子供たちに、次の世代に引き継ぐ方法を見つけるのは課

題であり、そして広島市は実物の展示にこだわっても、人間が一瞬でダメージを受けたこ

とを伝えるのは必要で、トラウマになるという声もあるものの、高橋さん、撤去するので

はなく、見たくない子供もいるかも知れないが、子供には感受性の差もあり、見たくない

子供もいても、そうなら見ないで行けるコースは作ってもいいと言われて、福本さん、人

形のことをご存知の方はしっかり見せて、他方通り過ぎる人もあったと言われました。 

 

 平和祈念館の他にも記念碑がたくさんあり、広島市立高等女学校の碑があり、3人の女の

子が原爆の犠牲になり、ｅ＝ｍｃ2、高橋さん、エネルギーの公式で、アメリカはあまりに

広島が悲惨であり、広島が世界に発信されるのを恐れて、9月に入った米軍はプレスコード

の、広島の発信は禁止されて、原爆による死没という文字が当初禁じられ、原爆という表

現ができるようになったのは 1960年代の後半、原爆投下の 20年後からであり、原爆と書

けないので、ｅ＝ｍｃ2 で原爆を表現して、学校の教科書に 1954 年まで原爆と書かれず、

国民にこれを発する自由は大切であり、原体験、遺物、建物により語るだけでなく、原子

雲ではなく、その下で無数の虐殺があり、それで原爆は許されるのかと、受け止めて、核

を無くすために何が必要なのか、それを一人一人が考えるべきであり、過去核被害が隠さ

れた時もあったが、伝えるべきなのです。 

 水野さん、中学生、高校生も犠牲になり、同年代の子供たちにどう伝えるべきかと聞か

れて、高橋さん、記念碑を見るだけでなく、その碑の持つ歴史、何を伝えようとしたのか

を、ガイドする側が知ってちゃんと伝えるべきであり、それなしで、あの日の広島は伝え

られず、原体験のある人の少なくなる今、貴重であり、背景を語る人が必要であり、そう

いう意味で、若い世代にもできることはたくさんあり、高橋さん、原体験がなくても広島

は伝えられて、「人間は追体験のできる生物」であり、それを信じていきたい、こうして原

爆体験を伝えたいと、高橋さん締めくくられました。 

 

 ニュースは千葉猛さんの担当でした。 

 天皇は生前退位の意向を気持ちとして語り、2度の手術や高齢で、象徴の務めができなく
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なることを恐れて、摂政を置くには無理があると語り、憲法上から政治について語れずで

も、生前退位の意向を伝えるものであり、メッセージは昨日収録されて、今日 15時に発表

されて、生前退位には皇室典範の改正や新しい法律が必要であり、天皇は終身在位を前提

としており、1947年に制定された時に生前退位を認めなかった理由は、過去の混乱や、昭

和天皇の戦争責任による退位を恐れてのものと言われており、政府は皇室典範の改正には

触れず、ある政府関係者も、これから急にやることはないと語っています。 

 国民年金の給付額を減らすのは憲法違反として、国民年金では現役世代が減り、高齢者

が増えて、給付額を物価の上げより抑えるマクロ支給スライドは違法として、大阪で提訴

されました。原告の年金受給者は、憲法で保障された最低限の生活の保障に違反するとし

て提訴です。 

 

 長崎は明日、アメリカの原爆投下から 71年で、平和式典が行われ、田上市長はオバマ大

統領の発言を引用して、核のない世界を目指すとして、原爆死没者名簿が示されます。 

 

 今週の報道するラジオ、広島からの放送であり、広島のリスナーから、福本さんの来訪

への謝意もあり、今日の話に出ていた人形のこと、平和資料館で原爆投下直後のものを再

現したもの、これの撤去について、自分も反対、あの人形も現実の一つであり、とにかく

訪れてほしいと広島からの声、はだしのゲンも残酷すぎるとも言われたが、見せなかった

ら、伝えたことにはならないと、水野さん締めくくられました。 

 原爆体験を伝えることは続けないと、この国をまた戦争に導きます、この内容、例によ

り私に無断でいくらでも拡散してください、核（原爆も、原発も）を否定して、未来を拓

きましょう！ 

 

 

[civilsociety-forum:13495] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ 辻憲太郎 中朝国境の町は今 

 

 

  2016/8/8, Mon 19:01 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」にて、元上海支局長の辻憲太郎さんの報

告で、中国と北朝鮮の国境の町、丹東のことが取り上げられました。丹東は北朝鮮と川で
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接して、近いと数百mのものであり、ここには、北朝鮮の方が多く出稼ぎに来られます。 

 町では、対岸の北朝鮮には日本のプールのような施設もあり、そして、丹東の町で、北

朝鮮の方が出店を出されて、売っているものは朝鮮の食べ物や、中には北朝鮮の本物の紙

幣も売られています。辻さん、朝鮮餅を食べられて、美味そうでした。 

 丹東には、北朝鮮の美術家の方々を招いて絵画を描いてもらい中国の人が買うビジネス

もあり、北朝鮮の女性や自然を描いたものであり、1枚 50万ほど、一番高いのは 450万、

それでも、1日 8枚くらい売れて、北朝鮮の外貨獲得の重要な手段であるのです。 

 また、丹東の町には、北朝鮮レストランが 10件以上あり、様々な民族料理があり、辻さ

んによるとこの地区の中国の方には高級品だそうですが、平壌冷麺など、なかなか美味で

あり、またあるレストランでは、若い女性が歌を歌う、エレキギター、ドラムなどでライ

ヴをするのですが、ＭＢＳのカメラ取材は拒否されました。この北朝鮮レストランには、

北朝鮮の 20代前半の若い女性が応対し、辻さんも様々なことを聞こうとしても、年齢以外

は答えません。 

 そして、辻さん、モーターボートに乗り、北朝鮮国境付近まで近づき、そこで北朝鮮の

方がものを売ることもあり、しかし、ここでもカメラを向けると、石を投げられるなどの

ことであり、そして、こういうところで外国人に販売した売り上げは北朝鮮の政府のもの

ともなるのです。丹東での売り上げは年間 10億くらい、北朝鮮にとっては大きなものであ

り、しかし、このように外国に出た北朝鮮の方が亡命（脱北）することもあるのです。 

 北朝鮮は得体の知れない国と日本では悪意をもって報じられることも多いですが、庶民

はこうして生きており、他方、北朝鮮にとっては日本は、かつて自国を侵略して反省しな

い上に核施設を多数持つと思っているでしょうが、どちらも人間であるのです。以上、Ｖ

ＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13494] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ 崎山敏也 天皇生前退位を

語る＆青木理 警察の政治監視を語る 

 

 

  2016/8/8, Mon 17:08 

 永岡です、ＴＢＳラジオで、報道特別番組、天皇生前退位に関するお言葉について、荒
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川強啓デイ・キャッチ（司会の強啓さんは夏休みで今日は井上貴博アナウンサーが司会で

す）とで、ＴＢＳ記者の崎山敏也さん、武田一顕さんが報告されました。崎山さんは原発

だけでなく、皇室取材も多く、これは 3・11以来のものなのです。 

 崎山さん、これについて、公務のあり方、象徴天皇、高齢で公務に支障があり、憲法 4

条で天皇は政治に口出しできず、それで生前退位とは言わず、公務縮小、摂政に言及し、

摂政では天皇が役目を果たせず、戦前は天皇の死に大喪の礼があり、ところが 89年もやっ

て、これは時代の流れで問題で、大喪の礼や即位にここまで言及するとは崎山さん思わず、

象徴天皇の地位を超えて、憲法学者の議論になり、天皇は大きな手術を 2回行い、82歳で

あり、公務は増えて、憲法に定められた国事行為以外の公務が多く、これは天皇の意思で

もあったのです。 

 そして、これについての政府の反応について、武田一顕さんの報告、官邸は天皇の意思

を尊重することになり、安倍総理がコメントを発表することになり、天皇の意思を尊重す

るとしても、皇室典範の改正はむつかしく、生前退位が慣例化したら、過去には悪用され

た例もあり、世論の様子を見て、秋に有識者会議を開くことになり、女系天皇もあり得て、

野田内閣時に議論があったもののこのところなくなり、皇室典範は生前退位のみか、他も

変えるのかを政府は迫られて、特別法で平成天皇の退位を決めたら、生前退位の悪用もあ

り政府は慎重に検討するというのです。 

 天皇の生前退位について、本人の言葉があったわけで、安倍総理は政府の対応を迫られ

るものの、皇室典範の改正に安倍総理が踏み切れるのか、なのです。 

 崎山さん、具体化には時間がかかり、発言で政府が即動けるわけではなく、それは象徴

天皇ではなく、主権を持つ日本国民の総意としての象徴で、天皇が○○したいと言っても、

国民、国会の議論を経ないといけないのです。天皇は踏み込んだ発言をして、どういうあ

り方が象徴天皇なのか、国民の安寧と幸せを天皇は祈り、天皇も自らのありようを考えて、

国民に寄り添うべきであり、遠隔の島への訪問も天皇の公務と語り、天皇は国事行事だけ

でなく、地方を見て、東日本大震災などの被災地も皇后と行き、全国が安全だと祈るだけ

でなく、被災地に行くのが仕事として、しかしこれは象徴天皇の憲法の定めに従うものだ

けでなく、公務が増えて、自分の能力に増えすぎて耐えられず、しかし天皇は公務をすべ

てまっとうすべきで、それについて考えて、国外もパラオ、サイパンに行き気持ちの一区

切りになり、95年以降海外の戦争の関係のところを多く訪れて、今後、皇室典範の改正に

は言及しておらず、言ったら政治的発言で許されず、安倍総理のコメントも限定されて、

女性宮家、女系天皇の問題もあり、難しいものもあり、メッセージを 3 日前から出すとし

ており、戦没者慰霊は今こそ必要なものと天皇はとらえて、これについて議論がいると崎
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山さん言われました。 

 

 崎山さんはデイ・キャッチでも語られて、生前退位の意向を受けてのものでも、生前退

位の言葉は出ず、天皇に政治的な発言は許されないためでも踏み込んだ内容で、なぜ退位

するのかの理由を語り、法律の公布に印鑑を押すのが昨年 1060件もあり、皇居を訪れる客

の対応、昭和天皇の 5 倍で、国の数が増えて、これは夫妻で対応しないとならず、パラオ

の戦没者追悼式、東日本大震災の被災地訪問のようなことは、昭和天皇は一切行わず、被

災者と同じ目線で天皇がいるのを見て崎山さんも衝撃で、しかしそれで公務も増えて、そ

して国民が考えないといけない、天皇の地位は国民が決めるものであり、象徴天皇のこと

を、かわいそうだからとするものではないと崎山さん言われました。 

 崎山さん、放送が予定されていたのは敗戦の 1945年 8月 15日の玉音放送以来、戦後の

象徴天皇として初であり、戦前と戦後に天皇制のつながりもあると言われて、ジャーナリ

ストの青木さん、ＮＨＫだけでなく民放全て（テレビ東京も）も報じたのは驚かれて、崎

山さん、生前退位は使わなかったものの、その意思を伝えるのに踏み込んだと報告されま

した。青木さん、これはＮＨＫが報じてマスコミが続き、しかし宮内庁は否定、天皇は政

治に発言できないためであり、皇室典範を天皇の意向で変えるのは憲法違反であり、皇室

タブーもあると指摘されて、崎山さん、天皇の意向を 80＆の国民が理解しても、それを通

すのは憲法違反と言われて、青木さん、保守派には生前退位に反対して、天皇家は基本的

人権はなく、職業選択の自由、居住の自由なし、辞める自由もなく、せめてこういうこと

を認めてほしいと指摘されて、崎山さん、象徴は制度でも、人間であり、日本国憲法を超

える例が出てくると言われて、青木さん、天皇制は憲法と相いれない部分もあり、天皇と

憲法について、82歳の天皇の考えてほしいという意向や、女性宮家のことも、天皇制を保

守的なものとするのか、イギリスくらいのものにすべきか、青木さんはそういうことはあ

ってもいい、この天皇発言を憲法違反ではなく、これは認められるべきと言われて、崎山

さん、天皇は主権喪失、主権は憲法で国民にあると言われて、青木さん、国民の理解の得

られることをという点に注目されました。 

 

 また、相模原市の障碍者殺害事件、青木さんはヘイトクライムで、世界の指導者がヘイ

トクライムを批判しているのに、日本の指導者が、弱い人たち、マイノリティーが差別に

基づいて殺された件について言及せず、容疑者の行為はナチスにも通じて、しかし措置入

院のこととなると障害者差別につながり、精神障碍者の犯罪は少なく、それで措置入院制

度を見直すとなると、障害者差別になり、日本の論議に問題があり、現行制度で、容疑者
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の犯行予告があったのに、やれることはあったはずで、弱者、障碍者への差別を青木さん

懸念されました。 

 

 デイキャッチャーズボイス、別府署が野党の建物を監視していたことについての青木さ

んのコメントがありました。 

 野党団体の建物に隠しカメラであり、青木さんは 7/10 の参院選時に、大分県の民進党、

社民党の建物に隠しカメラで出入りを監視して、県警のカメラには労働福祉会館に設置さ

れて、カメラは敷地のところに、ＳＤカードに映像を記録し、管理は警官がして、それも

令状なしで私有地に隠しカメラ設置は様々な法律に抵触し、野党監視は憲法違反であり、

別府署はちゃんと説明せず、ひょっとしたら県警の立場を忖度したとしても、裁判所に令

状をもらう必要があるのにそれもなしであり、昔青木さんが取材されて、警察の公安部門

を取材されて、公安警察を追うと、警察庁の警備局が90年代後半によからぬことを考えて、

日本の警察は反共で、左翼運動の監視をしていたが、しかし冷戦の崩壊で左派運動は 90年

代になくなった＋オウム事件があり、公安警察は察知できず、警察の中で公安は要らない

と 90年代後半に声が出て、しかし公安は大きな組織で、組織の必要性をアピールするため

に、これから与野党問わず政治情報の収集をして、野党政治家の金銭問題、スキャンダル

をおって使うことになり、今になって笑い話で、警察の中で隠語のＩＳとつけられて、そ

して今はＩＳはイスラム過激派であり、ようするに、公安が生き残るために政治に手を出

した可能性もあり、しかし警察は全国に 30万、公安は数万で、それが本気で政治情報を警

察が調べたら、国家公安委員長にこんな人が来て、この政治家の問題を知ったら、警察が

政治をコントロールすることになり、先のＩＳは失敗、共産党を調べていた連中にそんな

高尚なことはできなかったのに、今回はその域を超えて、大分県警が野党の監視をするの

は民主主義社会の根幹を破壊し、これは新聞も大きく報じていないが、国民は警察が何を

しているかを調べて追及すべきと青木さん言われて、監視カメラがたまだま見つかったと

しても問題で、他にもある可能性に言及されました、以上、デイ・キャッチの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13486] 

朝日放送おはようコール 伊藤惇夫が天皇が「お気持ち」発表を語る 
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  2016/8/8, Mon 06:35 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣは、今朝はオリンピック中継で 6時 10分か

らのみの放送で、独立ニュースコーナーはなく、トレたて！のコーナーで政治アナリスト

の伊藤惇夫さんがお話をされました。オリンピック、スポーツのことばかりで政治のニュ

ースはわずかでした。 

 リオ五輪について、伊藤さん日本選手はプレッシャーにあり、これから挽回できる数字

とも言われました。 

 

 そして、今日 15時より、天皇が生前退位について国民に「お気持ち」を発表することに

ついて、ビデオ映像を公開するものであり、10分程度、伊藤さん内容はわからないものの、

推敲に推敲を重ねて、自分の気持ちを出すもので、しかし政治的なメッセージは出せず、

考え抜いて天皇はやっており、国民はこれをどう受け止めるのかと言われました。 

 

[civilsociety-forum:13483] 

ネットワーク 1・17（2016/8/7） 災害時に大きなけがをした時には？ 

赤十字救急法救急員養成講座、西田節夫さんのお話 

 

 

 2016/8/7, Sun 06:00 

 永岡です、第 1025回ネットワーク 1・17、今週もＭＢＳアナウンサーの千葉猛さんと、

フリーアナウンサーの野村朋未さんの司会で放送されました。 

 今週はスタジオを飛び出して、日本赤十字社の救急法救急員の養成講座での取材で、災

害時には消防車や救急車が来られず、地域での助け合いが必要で、日本赤十字社での救急

法救急員養成講座を取材されて、日本赤十字社大阪支部（https://www.osaka.jrc.or.jp/ ）

の西田節夫さんのお話がありました。  

 救急法救急員、消防だけでは対応できず、阪神・淡路でも住民の助け合いが力になり、

人の命を救う技術についての報告です。 

 8月 5日の収録で、小学校の体育館並みの大きさのところで正方形のマットがあり、右手

に板を当てて、腕に固定するものであり、患者役の人と住民が骨折の手当の訓練であり、

助け合いが命を救うものであり、西田さんの解説、日本赤十字社の救急講座、一般の方に

災害にあった際の講習で、学生さん、職場でも参加されて、救急法救急員の要請は、赤十

https://www.osaka.jrc.or.jp/
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字の基本理念、すべての人々の命、尊厳を守るものであり、救急、安全のためであり、例

として骨折の手当は、骨折した部分の痛みを和らげるために、板を当てて固定して、内側

と外側から固定して痛みを和らげて出血を止めるものであり、実際にやるのは簡単そうに

見えても難しく、千葉さんも実演されて、千葉さん不器用と謙遜されて、野村さんが骨の

折れた役であり、千葉さんが手当、後 2人が補助をして、道具は大きな三角の布、1.5mの

ものを 4 枚、手より長い板、これをタオルでくるみ、右腕を骨折した想定で、腕を一人が

支えて、タオルでくるんだ板を当てて、サンドイッチ状に挟み込み、三角巾で固定し、三

角の布を折りたたみ、回してやるもので、これは女性のショールや、ネクタイでも代用出

来て、そして肘を包帯で固定し、細長く折りたたんだ布で巻いて固定し、腕を上下に、2カ

所、手首と下を固定し、三角巾、風呂敷半分にしたもので腕を吊り、大きな布で首から吊

るもので、腕は負傷者の楽な位置で固定し、添え木を包み込んで、腕が動かないようにし

て吊り下げて、症状部分を固定し、前後に動かないように帯状のもので固定し、細長いも

ので、けがをしている上腕を、体を縛るようなもので固定し、右手が負傷なら、左の脇を

通してやるもので、こうすると手を固定し安定するものであるのです。 

 受講生の皆さんは手当について学ばれて、足の骨折は、当てるものが必要で、膝、足首

の固定時に痛みのないように、大きなものが要り、これは災害時に見つけるのは困難で、

固定するものを見つけるには、ダンボールなどで代用もあり、講習では板を使っているが、

非常時にはダンボールもあり、上下を確保できるものであり、長さも必要で、患部に沿う

ように、痛みに対処し、固定するものであり、包帯のようなものが巻かれているが、災害

時に代用できるものは、三角巾などのない場合は、風呂敷、バンダナで代用出来て、患部

の固定にはこれでもＯＫで、固定するために結ぶのはネクタイでもＯＫで、この講習で、

災害時の対策には応用もできて、身近なもので応用できるのです。 

 この後、患者の搬送の講習があり、危険な場所での手当はできず、傷病者の安全な場所

への搬送が必要で、救助者、傷病者も安全なところに行き、道路上での手当は危険で、ど

うやって運ぶか、両足首を交差させて、けがをしている足を上にして、抵抗を和らげるよ

うに足を置き、傷病者の上半身を起こして、支えて、両脇から腕を取り、傷病者の手首を

前に持って、抱き上げるように、お尻を持ち上げて後ろに後ずさりするものであり、緊急

時の搬送で、担架を使った搬送のできない時のもので、他に傷病者を背負って運ぶことも

あり、おんぶするものであり、ひざまずいて傷病者を乗せて、おんぶした段階で腕を前に

だらんとしてもらい、それで運ぶものであり、これは一人での搬送の例であり、危険なと

ころから一刻も早く移動、応援のない場合はこうしてやるのです。 

 西田さん、地震でのけがは家具の転倒、頭部の負傷も考えられて、こうして学んだこと
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を応用し、その他、身近なもので役立つのは、清潔なハンカチ、パンスト、バンダナも代

用出来て、意外と身近なもので役に立つものもあり、出血していたら、傷口の手当時に、

患部に直接触れたら感染の危険性もあり、ビニール袋などで覆って対応すべきであり、意

識のない人には、肩を叩いて呼び掛けて、意識がなければ協力者を求めて 119番、ＡＥＤ、

呼吸を確認して、救急車の来る前に心臓マッサージをすべきであり、しかし災害時には救

急車も困難で、災害時にいかに周囲の人が早く手当をすることが大事であり、多くの人が

救急法を学ぶべきなのです。 

 今週の内容、大阪赤十字会館からの報告で、体を固定するのは、しっかりと固定出来て、

一人で負傷者の搬送方法もあり、勉強になったと千葉さん言われて、次は年内に 3回あり、

水の事故の講習もあり、先のＨＰを見てください、以上、今週のネットワーク 1・17 でし

た。 

 

 

[civilsociety-forum:13480] 

毎日放送ラジオ 野村啓司の懐メロ♪ジュークボックス（2016/8/6） 

近藤勝重 ユーミンの青春の歌を語る 

 

 

 2016/8/6, Sat 05:56 

 永岡です、毎日放送ラジオの、野村啓司の懐メロ♪ジュークボックスに、月 1 回、毎日

新聞特任編集委員の近藤勝重さんが出られて、昭和歌謡曲について語られました。水野晶

子さんも同席です。8月の近藤さんのお話です。放送、新聞、本で人気の近藤さんのコラム、

今月は、一句詠むつもりで、遠い日が 歳とるごとに 近くなり、これは野村さんもわかる

と言われて、2,3日前より高校時代が近くなるものであり、ユーミンの、いちご白書をもう

一度と、卒業写真、いちご白書をもういちどは、バンバン（ばんばひろふみさん）の歌の

ものです（荒井由実（現松任谷由実）作詞作曲）。 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=jMnSqIAhuWo 

 

 野村さん、名曲と言われて、近藤さん、ユーミンが 73年にデビューして、これは 75年

の歌、学生運動と切っても切れない歌であり、ユーミン自身のボーイフレンドの体験がな

https://www.youtube.com/watch?v=jMnSqIAhuWo
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いと書けない曲であり、近藤さんは学生集会にはまじめに出られて、早稲田の自治会の委

員長もされて、離れたところから角棒をもって追い出しに来る人もあり、他方野村さんは

ノンポリで、大学に行くのは肩身が狭く、しかし近藤さんはノンポリも生き方と言われて、

そして近藤さん、ガールフレンドと豊島園に行かれて、プールサイドで雲が流れて、自由

な空間であり、急に学生運動が嫌になったというもので、学生運動は規律も厳しかったと

言われて、近藤さん、サンデー毎日の編集長時代に、小宮悦子さんを対談に呼び、ユーミ

ンも呼びたかったが、小宮さん、ユーミンの歌に、女性の感性があり、フォークソングは

ほとんど男性が作っている中で、ユーミンの歌は女性の作ったものだと言われて、様々な

風景を小宮さん言われて、ユーミンもそれを言われて喜ばれて、そして卒業写真、1975年

の、女性の感性の出た歌で、カバー曲ナンバーワンの歌であったのです。ここではユーミ

ンの歌で放送されました。 

     

https://www.youtube.com/watch?v=drP4GpMEtd8 

 

 野村さん、女性の感性に同感されて、近藤さん、男は理屈っぽいが、女性は生理的に受

け止めたものを言葉にすると指摘されて、水野さんに、付き合っていた男性が道路の向こ

うにいて声をかけられなかったことはないかと問われて、水野さん、自分が変わったこと

を彼に知られたくないと言われて、近藤さん、変わった罪悪感について言及されて、水野

さん、近藤さんの前に現れることをためらう女性がいるのではないかと言われて、近藤さ

ん、ここから先のセリフ、あなたは私の青春そのものは女性の生き方だと指摘されて、野

村さん、あの頃の生き方を忘れないでと言う意味と言われて、近藤さん、男は後を振り返

りながら生きている、女性は振り返らないと言われて、野村さんのお返しの歌、野村さん

も団塊の世代で、お金がなく付き合えなかった経験があると言われて、近藤さんもお金が

なく女性におごれずラジオを聞いていたと言われて、野村さん、新沼謙治さんの青春想譜、

俺の名前で故郷の母にお金を送ってくれたのは君という歌詞の曲を紹介されました。 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=_Dl1SND9yUo 

 

 以上、今月の近藤さんのお話でした。 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=drP4GpMEtd8
https://www.youtube.com/watch?v=_Dl1SND9yUo
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[civilsociety-forum:13475] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ 京都市の観光地としての悩み 

 

 

 2016/8/5, Fri 19:43 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」で、京都のことが取り上げられました。

ご存知のようにインバウンドという観光客の増加で、京都に外国から来る観光客は、2011

年度まで 50～100 万人であったのが、2012 年度から右肩上がりであり、2015 年度は実

に 300 万人を超えてもちろん過去最高であり、京都にはヨーロッパからもたくさんの方が

来られて、観光地として最高と言われて、お土産物の方も、中国語、ハングル、その他ア

ジアの言葉でこんにちわと言うのを覚えておられます。京都のビジネス用のカプセルホテ

ルは稼働率も高く、お花見や秋の行楽シーズンは稼働率が 90％を超えて、主にヨーロッパ

から来られる方に大人気です。 

 …が、京都市の門川市長は浮かぬ顔であり、これだけ観光客が来ても、京都市の税収は

増えていないというのです。実際、政令指定都市の税収では京都はワースト 3 位！ 神戸

より少なく、これにはびっくりしました。 

 海外からの観光客の支出は、神社仏閣の拝観料が約 3 割、その他、宿泊費、飲食費、お

土産代…となるのですが、それで、最大の収入である神社仏閣への課税について、京都に

は苦い思い出があり、それは 80年代に、当時の京都市が税収アップを狙って、古都税を計

画したら、神社仏閣が猛反発で、それを拒否するために拝観を停止し、すると門前のお土

産物屋さんがお客が来なくなり収入が激減でエライことになり、お店の方は京都市役所に

駆け込んで乱闘沙汰になり、3 年のすったもんだの末に、88 年に古都税は撤回されました

が、これに関して、京都嫌いを書かれた、国際日本文化研究センターの井上章一さんは、

これはお寺がお土産物屋さんを人質に取ったエゲツナイやり方とも批判されます。 

 京都市は、税収は増えず、しかし観光客の増加で道路整備などに支出は増えており、し

かし、他のところだと、九州の太宰府市では、駐車場に止める車に税金、普通車 100 円、

バス 500 円などあり、他に、別荘に課税するなどあり、中でも一番普及しているのは、宿

泊税であり、実際に東京と大阪では、ホテルに泊まると課税するのをやっています。 

 これをご覧になり、経営コンサルタントのテーヴィド・アトキンソンさんは、世界的に

も神社仏閣に相当する施設に課税している例はなく、他方これは市役所が潤っていないだ

けで、京都市の経済は大きくなっていると指摘されて、やはり、世界的には、宿泊時に課

税するのが一般的になっているというのです。 
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 京都は大変な観光都市で、昨年と一昨年に京都に行き、各地で外国人観光客のラッシュ

にびっくりしましたが、他方、バスは観光客で混んでおり、これはいい解決策を取ってほ

しいと思いました、以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13476] 

文化放送ラジオ 大竹まことのゴールデンラジオ 金子勝 安倍内閣

は学級崩壊、永遠に道半ば内閣だ！ 

 

 

 2016/8/5, Fri 19:42 

 永岡です、文化放送ラジオの、大竹まことのゴールデンラジオに、金曜日には慶応義塾

大学の金子勝さんが出られました、ポッドキャストで公開されています。 

 

  http://podcast.joqr.co.jp/podcast_qr/shinshi/shinshi160805.mp3 

 

 大竹紳士交遊録、甘利が通れば何でも通る、どこが睡眠障害と言われて、今回の内閣も

金銭スキャンダルのある閣僚が数人いて、キャバクラに政治資金で行った人もあり、自分

の金で行かずに政治資金で行き、政治資金で税の優遇、法相は事務処理費で、日刊ゲンダ

イに告発されて、しかし甘利氏は証拠が残っているのに、あっせん利得処罰罪に問われず、

甘利氏は安泰で、小池氏もＭスマイルという金銭スキャンダル、調査費 250 万でオーダー

メイドの服を作り、元秘書がそこの代表であり、花代も不自然に多く、利権追及なら舛添

氏だけでなく小池氏もやるべきで、室井さん、テレビを見たら小池氏よいしょが多いと言

われて、しかし金子さん、こういう番組が監視しないからスキャンダルをやりたい放題と

言われて、50億でまた選挙するのは嫌と大竹さん言われても、金子さんそれだけ愚かな選

択をしたと言われて、甘利氏は検察審査会でも不起訴、秘書のみ問題になり、甘利氏は逃

げて、室井さん甘利氏は顔がつるつると指摘されて、健康そうでおかしいと指摘されて、

金子さん国会が終わってから当院して元気で、未来チャレンジ内閣とはスキャンダルがあ

っても未来がある意味かと金子さん言われて、大竹さん、都議会のドンの内田氏も幹事長

辞任のみで、議員は辞めておらず、落選時も幹事長と言われて、室井さんも、今回の都議

会、都連も、伸晃氏が谷垣氏に責任を押し付けて、しかし民進党もひどく、ゴタゴタして、

http://podcast.joqr.co.jp/podcast_qr/shinshi/shinshi160805.mp3
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松原氏、野党共闘のゴタゴタを暴露してひどいと言われて、金子さん、松原氏や長島氏は

自民党の人間だと言われて、金子さん、二階氏はゼネコン関係の問題もあり、復興庁の山

本氏、日銀が国債を引き受けるリフレ派であり、お友達のＪＲ東海の葛西氏にリニアを作

ってやる始末、稲田氏は論外で、防衛大臣が先の戦争は侵略戦争でないといい、Ａ級戦犯

の靖国に行ったら国際問題になり、海外からは超極右と見られて、ネオナチと一緒の写真

も高市氏とともに海外で報じられて、こんな好戦的な人間が大臣になり、お友達に 28兆ば

らまくのみで、議員やゼネコンが潤うのみで、追及する民進党もタカ派と連合が邪魔と室

井さん言われて、金子さん、こんなにひどいのに追及せず、甘利氏も許されたら何でもあ

りで、下着ドロボーも追及されず、モラルなしで景気対策したら利権だらけ、都知事も利

権で、学級崩壊状態であり、安倍氏に連続してさせるのは独裁、アメリカでも大統領は２

期しかできず、憲法改悪の前にこの始末であり、大竹さん、参院選でも自公で 2/3 を取っ

たと言われて、金子さん、モラルが崩壊、学級崩壊でジャイアンが支配していると言われ

ると、室井さんはジャイアンは弱い者いじめをしないと指摘されて、では何に喩えるか、

ヒトラーも適切でなく、金子さんもそれがむつかしく、大竹さんも野党のむつかしさを語

られて、金子さんは永久道半ば内閣、何のスキャンダルをしてもメディアを押えているの

で追及されないと締めくくられました、聞いていて、毎度腹が立って仕方なく、血圧も高

くなります、以上、今週の金子さんのお話でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13472] 

市民のための自由なラジオ（第 19 回）（2016/8/5） 河合弘之さ

んのお話 映画「日本と原発」、自然エネルギーが日本を救う＆小出

先生、京大付属病院での放射性物質火災を語る  

 

 

 2016/8/5, Fri 11:22 

 永岡です、第 19回市民のための自由なラジオ LIGHT ＵＰ、今週は女優の木内みどりさ

んの司会で放送されました。木内みどりの指さし確認、自由な隅田川スタジオからの放送

です。 
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 今週のゲストは弁護士で映画監督の河合弘之さん（http://lawyer-kawai.com/ ）、原発

訴訟、自然エネルギー、映画「日本と原発」（http://www.nihontogenpatsu.com/ ）につ

いて語られました。河合さんの名刺は 3つ折り、表裏 6ページで 20もの肩書があり、木内

さんもお会いしたかったと言われるものです。 

 まず、最初に言いたいのは、6/13に日本と原発 4年後の試写会があり、木内さんも感銘

を受けて、そこで河合さんがこの映画を作った理由、飯舘村が事故で 3 日にて崩壊し、そ

こで村民歌を紹介されて、そこで歌を河合さん歌われて、それを木内さんが録音されたも

のが番組で紹介されて、木内さんは涙が出て、伴奏もなく、河合さんが歌を伝えたい意気

込みに打たれて、河合さんは脱原発のイベントで木内さんは司会で知っておられたものの、

河合さんの本気に打たれたと言われて、河合さんは未来世代の代理人、脱原発、コンプラ

イアンス、企業は社会貢献しろ、弱い人、困っている人を助けるべきと書いてあり、これ

だけ社会に貢献される人もないと木内さん言われて、河合さんが映画を撮った理由は、裁

判を闘っても、国民に原発の危険性を知ってもらうためのものであり、これを観たら日本

の原発の危険性と、原子力マフィアの詭弁をすべて論破できて、すでに全国で 1500回近く

上映されて、今は日本と原発 4 年後が公開されて、日本と原発のＤＶＤは数千点販売され

て、河合さんの事務所に電話したら、2回 5万で上映出来て、それで映画の製作費が回収で

きて！ 4700 万製作費がかかったのが回収できて、余りは次の映画も、自然エネルギー、

未来からの風というもので、全体が辞典みたいなもの、もう 8,9 割完成して、世界で自然

エネルギーが一番多いのは、絶対量では中国！ であり、中国は世界のダントツの自然エ

ネルギー国家、風力は日本の 30倍、太陽光発電は日本の 3倍で、さらにペンタゴンに入り、

米軍は省エネをしており、アメリカで一番エネルギーを使うのが軍隊で、大統領の命令で 3

割削減を達成することになり、しかし河合さん、軍隊が省エネと言っても説得力ないと言

われると、米軍は、世界の戦争はエネルギーの取り合いから起こり、ドイツとフランス、

太平洋戦争は石油の封鎖によるもので、「世界で自然エネルギーをやったら戦争はなくな

る！」というのに納得されて、「自然エネルギーは平和とつながる」ので米軍もやるが、世

界はＣＯ2 削減でも、手段は自然エネルギーがコンセンサスで、世界に大河の流れがあり、

ＣＯ2削減のために原発というのは金の亡者のみ、温暖化対策は自然エネルギー、自然エネ

ルギーのコストが極端に下がり、太陽光、バイオマスも安くなり、技術の進歩で 10年前よ

り安くなって儲かり、河合さんは中国の担当者に聞いたら、安いから、儲かるからであり、

http://lawyer-kawai.com/
http://www.nihontogenpatsu.com/
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自然エネルギーを日本で普及させるには、企業人が自然エネルギーが儲かると知るべきで、

ドイツが格好良く脱原発したのは、市民も経済界も自然エネルギーのことを知っており、

自然エネルギーを信用出来て、儲かるから脱原発にできたのです。 

 

 LIGHT UPジャーナル、今週は元京都大学原子力実験所の小出先生のお話です。京都大学

病院での、放射性物質を取り扱う施設での火災についてお話をされます。 

 参院選が終わり、鹿児島知事は脱原発の三反園氏が当選で、沖縄、福島で現職大臣が落

ちたのはうれしく、参院選全体の結果は悲しくなっても、それは収穫で、そして京都大学

付属病院で、放射性物質を扱う施設の火災、７月１日全焼での情報は３日経って公開され

て、小出先生、情報公開はもっと迅速にすべきで、病院には放射線管理区域が多くあり、

Ｘ線やＣＴ撮影であり、これは放射線であり、放射性物質を使っていたのではなく、しか

し今回の火災は放射性物質を扱う部署で、16マイクロシーベルト／時間の放射線であり、

放射線を扱う現場にはこういう数値はあり、日本の法律では放射線であり、管理区域、0.6

マイクロシーベルト／時間は放射線管理区域にしないとならず、その中でも高線量区域が

あり、20マイクロ／時間は高線量で、16マイクロは高いものであり、インジウムとトリチ

ウムの総量は福島の事故に比べたら微々たるもので、周辺の住民への被害はなく、しかし

病院は火災の鎮火と記者会見をしても、もっと迅速に情報公開すべきであったのです。そ

して、河合さんも参加されて、小出先生は司法に絶望されていると言っても、河合さんは

小出先生の職場にも行かれて、河井さん、原発を止めても電気は足りるというわかりやす

い説明は良かったと言われて、小出先生も市民に曇り目の内容に見てほしかった、しかし

河井さんの映画を観て大変に良かったと言われました、以上、今週の小出先生のお話でし

た。 

 

 ここで音楽、毎日戦争の様子、テロが続き、おだやかな安心できる日になるように、ビ

ートルズの、ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード、長くて曲がりくねった道、

です。これは you tubeにありました。 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=7Xufo7YL7L0 

 

 後半は、河合さんが、引き取り手がみつからない中国残留孤児に国籍を与える活動をさ

れたことについてのお話です。河合さんのこれまでの人生、満州に生まれて、東大在籍中

に司法試験に受かり、様々な訴訟にかかわられて、木内さんが驚いたのは、弱い人、困っ

https://www.youtube.com/watch?v=7Xufo7YL7L0
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ている人を助けるとして、これを本当にやられて、中国残留孤児の国籍取得の会も担当さ

れて、中国残留孤児について、親戚などが見つからなかった人は帰らないとならず、それ

で河合さんは外務省に掛け合って、身元を引き受けて、そして 1250人もの方が国籍を取得

して日本語を覚えて、25年間ボランティアでやられて、そして脱原発の業績だけでなく、

ぎょうざ工房、残留孤児が帰国者日中友好の会を作って冷凍ぎょうざを作っており、木内

さんも早速注文されて、スタッフの方と木内さんお話をされて、それで自由なラジオにつ

いて語ると、河合さんがその方の元上司であり、自由なラジオを宣伝されて、河合さんの

ウェブサイトから注文出来て、お湯でゆでるとおいしい、残留孤児の方の手作りであり、

残留孤児の皆さんは自分たちで自立して生きたい、経済的な自立は人間としての尊厳であ

り、自立して、他人のために尽くしたいというものであり、河合さんは 1944年に旧満州生

まれで、引き上げを体験されて、一つ下の弟さんが餓死されて、引き揚げ時に食料がなく、

子供に食べさせられず、母親は母乳も出ず、弟は栄養失調で亡くなり、河合さんは後 1 日

帰国が遅かったら死んでいたところであり、河合さん、自分の後ろに断崖絶壁があり、大

きな運命の分かれ道が、もの心のつかないときにあり、自分が現地に残されたら、自分も

残留孤児になり、それで自分も残留孤児の皆さんのために働こうとして、国籍を取れるよ

うにして、日本は戸籍がないと選挙権もなく結婚もできず、それで 1250人の戸籍を取られ

て、木内さんシンドラーのようなものと言われて、河合さんはシンドラーの 1/100のこと

はして、御徒町の中国残留孤児の家があり、日本語ができないのでなかなかしんどく、仲

間で励まし合えるものが必要で、毎日何十～何百人が日本語やパソコンの勉強、ぎょうざ

を作っており、皆さんは河合さんが私たちのボスだと言い、木内さん、人間は 4～5歳でも

地図なしで歩けて、生きているだけの喜びがあり、それが河合さんの中にずっとあったと

言われて、河合さんの核は同じであり、それだから直立不動で飯舘村の歌を歌ったと言わ

れて、河合さん、自分は自分を殺さず生きて、やりたいことを我慢せず、残留孤児の皆さ

んの支援、原発を止めるのに直接向かう、食事だといきなりメインディッシュに向かうの

で、子供みたいとも言われて、日本と原発は他の人に監督をお願いしてもダメで、しかし

それにより河合さんの映画になり、各国に行き、風車の下でいるシーンがあり、風車を下

から見上げるものは、世界で一番大きい風車であり、最後は実行撮影中と出て、木内さん

次の映画が楽しみと言われて、河合さん、5月の予定が伸びて、しかし 12月には公開した

い、地球上のことは刻一刻変化して、自然エネルギーと脱原発は車の両輪であり、自然エ

ネルギーの推進＝脱原発の推進で、日本から原発を無くすことほど大事な社会問題はなく、

日本最大の社会問題は原発、格差是正、教育、ヘイトスピーチとあるものの、もう一度日

本で原発事故なら日本は吹きとび、浜岡が事故ならＴＰＰも破綻、原発は日本で一番重要
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な問題であり、様々な問題があるが、皆さんは頭の 1/4 は原発を考えてほしい、この問題

などは、原発事故ですべてアウトになると言われて、そして木内さん、脱原発の集会に行

っても何も変わらないと言うものの、今動いているのは 2 基だけで、運動を続けるのは大

事という河井さんのお話を紹介されて、河合さん、「毎日闘い続けるのが勝利」、運動して

いなかったら 20 基くらい再稼働させられて、運動していなかったら 100 基くらい作られ

て、原子力マフィアは脱原発の運動を恐れており、今までもやって、これからも抑えられ

て、これは救国の闘い、国を破滅から救う、もう一時起きたら日本は終わり、福島でも日

本破滅の危機であり、救国の、究極の闘いで、世界の潮流は、世界の脱ＣＯ2の手段はほと

んど自然エネルギーであり、日本もそれに乗ったらいい。あと 50年後に原発 40,50％など

ありえず、闘えば 10 年、20 年で原発はなくなり、自然エネルギー中心の国になり、日本

は国家予算の 3 割を化石燃料に払い、アラブの国に払っているが、その 20～30 兆円は、

自然エネルギーだと日本に残せて、本当に国富と言うなら、自然エネルギーにするのが一

番であり、自然エネルギーだとどこかにいじめられることもなく、内需も膨らんで、河合

さんは早く自然エネルギーを普及させて、日本が伸びるように、自然エネルギーでは燃料

代はタダだと、河井さん締めくくられました。 

 

 今週の自由なラジオ、どういう風に皆さんはお聞きになられたか、河合さんの映画を楽

しみにしてほしいと木内さん締めくくられ、大きなメディアで報じられないことをこれか

らも伝えたいと言われました。来週はおしどりさんの司会で放送されます。以上、今週の

自由なラジオでした。 

 

 

[civilsociety-forum:13465] 

朝日放送キャスト ビキニ被爆 62 年目の真実、被害者の闘い  

 

 

 2016/8/4, Thu 19:20 

 永岡です、朝日放送のニュース「キャスト」の敗戦 71年特集、ビキニ被爆から 62年の

新たな事実がテレビで放映されました。 

 アメリカは 1954年に南太平洋のビキニ環礁で水爆実験を 10回行い、その破壊力は広島

型原爆の 1000倍であり、ご存知のような第五福竜丸が被爆して、久保山さんが亡くなられ
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て、放射能を帯びた魚が処分されて、この衝撃が 1 作目のゴジラにつながったのですが、

しかし、被害を受けたのは第五福竜丸だけではなかったのです。 

 太平洋核被災支援センター事務局長の山下政寿さん（71歳、朝日に記事あり、 

     

http://digital.asahi.com/articles/ASJ334H8XJ33PLPB00K.html?rm=986 

）、元高校の先生で、ビキニ被爆を受けた船員たちの支援と調査をされています。ある船員

は 80歳で死去、この方は第五福竜丸（爆心から 160km）と同じ距離の被爆で、奥様は帰

国後、しんどくなり、苦しみながら亡くなったご主人のことを悔しく思われて、またある

船員（81歳）は、当時 1600km離れていても大変な閃光を見て、そして日本に帰ったら船

体と魚を調べて、魚はすべて廃却されて、この方は夜も寝ずにやった成果をすべて捨てさ

せられて、そして 35歳の時に被曝症状が現れて、以来 46年間病気との闘いです。 

 このビキニ被爆に関して、1955 年にアメリカ政府は 200 万ドル、当時のレートで 7.2

億円を払い解決したとされて、そして、船や魚の放射能は調べられたものの、肝心の船員

は調べても公開されなかったのです。山下さんは、これの情報公開を日本政府とアメリカ

の公文書で調べて、アメリカの公文書の結果、実に 556 隻！ もの船で被害が出ていたの

です。 

 広島大学の星さんは、この被害を調べられて、船員には最大 100 ミリシーベルトの被爆

があり、これは広島で爆心地から 1.6kmの被爆になるという結果を報告されました。そし

て、山下さんの情報公開でも国は個人情報の保護の名目で黒塗りの文書を出して、国は今

年、ビキニ被爆は最大 1.2ミリシーベルトで健康に被害はないと言い出し、これに対して、

被害者とその遺族 45人が救済を求めて提訴し、しかし、国は争う姿勢を示し、原告の請求

を却下しろと言う始末です。  

 ビキニ被爆の被害者の闘いは、62年たっても終わっておらず、これをご覧になったジャ

ーナリストの大谷昭宏さん、日本は他の国が核実験をするたびに抗議してきたが、しかし

自国の被爆者の救済もしないでいて、他国からそんなことを言う資格があるのかと言われ

たらどうするのか、オバマ大統領も現実を見ると言い出したと言われました。 

 

 …もうお分りでしょう、これは水俣病他の公害病と同じく、「お国のために死んでくれ」

であり、私もサラリーマン時代にこういう仕打ちを受けたこともあり、そして今、都知事

と防衛大臣にも核武装を国にする女性が就任して、これについて、たね蒔きジャーナル、

報道するラジオの案内の平野幸夫さんがブログで言及されています。 

http://digital.asahi.com/articles/ASJ334H8XJ33PLPB00K.html?rm=986
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http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12187139194.html?frm_id=v.mypage-checklist--

article--blog---- 

hirano-yukio_12187139194 

    

 日本にはウラン濃縮（広島型原爆製造技術）、原子炉（本質は長崎型原爆材料のプルトニ

ウム製造装置）、再処理工場（使用済み核燃料からプルトニウムを取り出す）を持ち、核兵

器を持たないのにこの基本 3 技術と小出先生の言われるものを持っている国は世界で日本

だけ、その上にもんじゅ（本質は超優秀核兵器材料製造装置）すらあり、後の 2 つは動い

ていないとはいえ、これだけ核に関するものを持って、唯一の被爆国もなく、特に、太平

洋戦争で被害を受けたアジア諸国にとっては、いつまた日本が軍国主義に回帰して、そし

て核武装するかわからないと思われているのです。日本は、大丈夫なのでしょうか？以上、

キャストの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13462] 

朝日放送おはようコール 二木啓考が内閣改造と民進党代表選を語る  

 

 

 2016/8/4, Thu 06:21 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝はジャーナリス

トの二木啓考さんのお話でした。 

 今朝の朝刊一面トップは、すべて内閣改造、朝日は官邸主導の長期政権狙い、読売は働

き方対策重点、毎日も同じ、産経は憲法改悪を首相の任期中に、日経は脱デフレです。 

 

 内閣改造、防衛大臣に注目が集まり、稲田氏が防衛大臣、丸川氏が五輪大臣であり、石

破氏は入閣せず、ポスト安倍を狙い、最大の目玉人事は稲田氏、安倍総理のお気に入りで、

過去には核武装も口にして、稲田氏について海外メディアも反応、イギリスのタイムス紙

は日本の戦争責任を否定した女性が防衛大臣と報じ、これについて二木さん、主要閣僚は

留任させて、柱を変えずであり、総理は未来チャレンジと言うものの、働き方改革、同一

賃金同一労働ではあるが、賃金は上がっておらず、非正規の賃金は上がっておらず、大企

http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12187139194.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12187139194
http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12187139194.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12187139194
http://ameblo.jp/hirano-yukio/entry-12187139194.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----hirano-yukio_12187139194
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業は内部留保を増やすのみで、ＧＤＰの 6 割は個人消費で上がらず、政府はお金を使って

くれなのに、企業は不安で内部留保をためる始末であり、丸川氏の配置は小池シフト、東

京オリンピックを念頭に、丸川、小池、森の 3 人には感情のわだかまりがあり、安倍氏と

稲田氏の外交安保の考えは同じであり、稲田氏は女性初の総理を狙っており、稲田氏のキ

ャリアパスであり、石破氏は閣外に出て、考えてみたいと語り、次の総裁選に出るのは一

か八か、今安倍内閣には二階氏が 2 年延長と言い、石破氏は人工衛星のように回り永遠に

戻れず、石破氏の側近を入閣させて牽制し、岸田氏は残り、石破氏は出たと言われました。 

 

 他方、民進党の代表選に蓮舫氏が出馬、細野氏との会談で共産党との連携を見直す方向

で一致し、20人の推薦人も揃い、代表選には長島氏、前原氏らが立候補であり、民進党の

代表選は 9月 15日であり、蓮舫氏の後見人は野田氏、これについて二木さん、代表選は世

代交代戦であり、今民進党ではベテランと若手が区別されて、岡田氏ら民主党時代の流れ

と、細野氏や前原氏ら若手のついたものになり、蓮舫氏は両方の若手で、ベテラン組から

見たら民進党から排除されるのは嫌であり、蓮舫氏になったら世代交代は防げて、しかし

それだと民進党は変わらず、新しさはなく、細野氏との会談で、野党共闘だけでなく、ベ

テラン組を温存することも一致したと思われて、しかしそれで国民にはいいのかと言われ

ました。 

 

 毎日の記事で、北朝鮮がロケットを発射した件、政府は発射の兆候を把握できず、二木

さん、北朝鮮のロケットは、飛んだ時に日本や韓国がわからないのが目的で、北朝鮮のロ

ケットが把握できないと、北朝鮮にはメリットがあり、毎日の記事で、空腹時の方が満腹

時より学習能力が高いとハエの研究でわかり、二木さん、なぜショウジョウバエでやった

のか、人間はどうかと言われて、産経の記事で、シルバー世代の小遣いが減っており、30

年前より 2000円下がり、今は幸せよりお金が欲しく、厳しい現実があると締めくくられま

した。 

 

 

[civilsociety-forum:13458] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ 若年性の遺伝性乳がんの検診の問題  

 

 



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

52 

 

  2016/8/3, Wed 19:16 

 永岡です、毎日新聞のニュース「ＶＯＩＣＥ」の解説、橋本佐与子解説委員の解説があ

りました。 

 若年性がんの女性患者が語らう場があり、がん家系と言われてもまだわかっておらず、

その中で遺伝性の乳がんであり、それも若くして発症すると、小林麻耶さんの例もあり、

30 歳で発症し、遺伝性乳がんとわかった女性、がんは 40 代以上の発症が多く、そしてが

ん家系のことも一部しかわかっておらず、その中で、遺伝性乳がんとわかった女性のこと

です。 

 毎月一回、若年性がんの患者がくまの会という場を持ち、加藤那津さん（37歳）が主催、

乳がんの治療中であり、悲観的な意味ではなく、がんと立ち向かうもので、30歳の際に受

診して、異常はなかったものの、深く調べたら軽度のがんで、一部切除とホルモン療法で

対処したら再発し、そして切除も行い、3 年半での局所再発で、遺伝性のことを疑い、親、

祖父母にもがんがあり、血液の検査で、那津さんは遺伝性の乳がんで再発の可能性がある

と知られて、自分の生活が悪くて発症したのではなく、結果を知り、納得もあったのです。 

 遺伝子は、ＢＲＣＡの乳がんであり、がん細胞を抑える機能がなく、専門家は 20％弱の

人に遺伝性の乳がんがあると指摘されて、父親からの遺伝子、父の家系の兄弟 5人のうち 3

人ががんで、祖父母にもあり、那津さんの両親は、事実を受け入れて生活することを望み

ます。 

 ＢＲＣＡの検査には保険が適用されず、数十万検査にかかり、治療も大変で、それでも

那津さんは治療で、異常が見つかったら切除するものであり、薬の副作用などのことも考

えて、がんは肝臓に転移している疑いも見つかり、医師も心配しすぎることはないと言う

ものの、確定したわけではなく、早く見つけて、治療をと言われて、医師も若くて未婚で

がんはショッキング、なぜ生まれてきたのか、から納得しないといけないと語ります。 

 去年那津さんはくまの会を作り、同世代のがん患者が語らい、同じく検査を受けた女性、

子供がいるものの、卵巣摘出の問題もあり、遺伝性のがんと分かり、対処できることもあ

るものの、那津さんはまだ独身で、今後結婚、出産のことを懸念されるのです。 

 遺伝子検査を受けた後悔は那津さんにはなく、これからも現実に向き合うものなのです。 

 橋本さん、遺伝性のわかっているがんは少なく 50 種程度、ＢＲＣＡは女性だけでなく、

男性でも前立腺がんがあり、良く知られているのは大腸がんで遺伝性の問題もあり、乳が

んを国は 40代から検査を推奨して、しかし若い世代はどうするのか、マンモグラフィ検査

も推奨しているものの、まだ足りず、そして知って、結婚、出産のこと、関学の上村さん

も、それによる差別を懸念されて、そして心のケアも必要と言われて、橋本さん、遺伝子



  関西発：毎日、毎日の NEWS・永尾です。 

 

53 

 

検査は、知りたいか知りたくないかも問題で、知ることの価値観の問題もあると言われま

した。以上、ＶＯＩＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13456] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ、 近藤勝重＆武田一顕 内

閣改造を語る＆崎山敏也 上関原発埋め立て許可を語る  

 

 

  2016/8/3, Wed 16:58 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ、水曜のレギュラーは毎日新聞客

員編集委員の近藤勝重さんでした。 

 オープニングは第 3次安倍内閣再改造（ニュースランキング 1位）、新大臣の顔ぶれにつ

いて、ＴＢＳラジオの武田一顕さんの報告がありました。官邸で組閣本部、菅氏が名簿を

発表して、8人留任、武田さんのお話、官邸からのお電話での報告で、目指すのは、半数が

留任で、麻生氏、高市氏、岸田氏、伸晃氏らであり、新入閣、入閣待機組を入れて、主要

閣僚は留任で、その他は各派閥に一定の配慮であり、注目されるのは、山本氏が 3 人、3

人とも男で、山本さん重視、呼び違えが懸念されて、興味を引くのは女性二人、稲田氏、

防衛大臣で、毎年 8/15に靖国参拝、防衛大臣の靖国参拝の例なし（防衛庁長官なら参拝）、

稲田氏はタカ派で、中国外務省の高官が談話、防衛大臣の参拝なしは後藤田氏の約束で、

8/15にどうするか、丸川氏、環境大臣→五輪大臣で、丸川氏は都知事選で増田氏を推して

小池氏をののしっており、それで東京オリンピックに関して、女同士の恨みはどうなるの

か、これも総理がわかっており、丸川氏は森氏と仲が良く、小池氏と仲が悪く、小池氏は

自民の男の議員にいじめられていたとして、しかし丸川氏が五輪担当だとその構図は使え

ず、人事に大きな変化はないものの、中身は興味深い。 

 石破氏は、2018/9の総裁選、安倍総理の任期が来るので、しかし石破氏は前回の改造時

に閣外に出たらよかったが、時期を逸して、しかし次期総裁選に、安倍政権と距離を置い

て総理になれるか、石破氏と近い岸田氏や稲田氏、加藤氏とどうなるか、ポスト安倍は、

任期延長も含めて考えられて、二階氏、谷垣氏がけがで幹事長になり、任期延長の地なら

しの要素もあると、武田さん締めくくられました。 
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 近藤さん、このところ世間の空気が良くないと感じられて、参院選で改憲勢力 2/3、都知

事選で改憲派の小池氏の圧勝で、しかし昨日トラが勝って、昨日トラが負けていたら…と

トラに感謝されました（笑）。強啓さん、横浜の守護神が乱れたと嘆かれて、しかしヤクル

トファンはたまらない、昨シーズン活躍した選手が倒れたと言われて、しかし強啓さん、

トラは不思議で、広島と巨人に弱く、他には強いと言われて、近藤さん、物事は細部に真

実があり、選挙の際も受けのいいことを言うものの、ポロッと漏らしたところに真実があ

ると言われました。 

 内閣改造について、近藤さん、興味深いのが稲田氏の防衛大臣、小池氏も防衛大臣をや

り、そこから総理を目指し、野田聖子氏は入閣せず、安倍総理の意に近い稲田氏がここに

きて、しかし防衛大臣は右左ではなくバランス感覚が必要で、そして一億総活躍って何か？ 

語感を考えろ、共産主義国家みたいで、五輪についても、安倍政権はマイナスを認めず、

それを無視してポストにつけて、何もわが社は影響を受けていない強気であると言われて、

強啓さん、武田さんの報告で、小池氏と丸川氏は都知事選で対立していると指摘されて、

近藤さん、国政と都政が別なわけはなく、五輪の利権を国が放置するわけはなく、丸川氏

は小池氏に妥協することはなく、そこがどうなるかと言われました。 

 

 山口で、上関原発の海の埋め立てを認可されて、これはニュースランキング 2位、2008

年に認可されても、福島事故で中断していたものが再開であり、これについて、ＴＢＳ記

者の崎山敏也さんの報告、上関原発は 1982年に中国電力が計画して、本州の半島に位置す

るものであり、沸騰水型軽水炉、柏崎刈羽と同じタイプで、137万 kwが 2基あり、1982

年の計画が、2008 年に 33ヘクタールのうち 14 ヘクタールの埋め立て許可が出て、しか

し福島事故により工事中断、埋め立てのことは 3 年延ばしてが続き、山口県に中国電力が

2019年までに工事をやってとなり、上関原発は設置許可が出ても、新しい審査基準に合格

しないとならず、いつ工事に着工できるか、中国電力もわかっておらず、なぜ山口県は認

可したのか、国が原発の比率を上げるには新設が必要で、しかし新設は困難なものの、山

口県は、上関原発は国のエネルギー政策に合っているとして、合格させて、国のエネルギ

ー政策のためであり、実質的に山口県が認めた＝国が原発新設を認めたことになり、上関

町は原発で二分されて、高齢化率も 60％であり、反対派の町長がいるものの、交付金をも

らっても過疎化は進み、若者は逃げて高齢者のみ残ったものであり、これについて近藤さ

ん、この間原発を新設せずは、福島事故が特殊な状況下という言い訳であったが、これは

違い、福島事故は普遍的な原因で起こり、安倍政権は再生エネルギーに進むべきで、原発

をどうして進めるのかと言われて、崎山さん、美浜も 60年に合格し、安倍政権の原発推進
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政策は、延長＆新設＝原発回帰に走り出した日であり、崎山さんはそれでいいのか、与野

党ともに脱原発ではなかったか、埋め立て開始＝すべてのスタートと言われて、対岸も反

対の人が多く、しかし高齢化率も 75％だと、崎山さん締めくくられました。 

 

 そして、近藤さん、昨日政府が新たな経済対策を立てたら円高＆株安であり、新たな経

済対策は経済界では評価されていない件について、気になるニュースと言われて、ドアホ

ノミクス道半ばと言うのはデタラメ、スタートとゴールはどこか、行程表は見せられず、

成長したら税収が増えるというのと、カラノミクス道半ばは無縁で、リニアをやるのはお

かしく、どういうことをするのか、ヤベェノミクスの意味はなくなり、財政支出の規模云々

ではなく、みんな将来が不安で消費しないのであり、根本から変わらないとだめ、15000

円ばらまいても無意味、道から外れていると指摘されました。 

 

 さらに、粉もんとごはんを一緒に食べる件、近藤さんはそんなもの見たことないと言わ

れて、これはプチ鹿島さんも参加されて、食道楽で近藤さんあり得ないと言われて、鹿島

さん、粉もんとご飯を食べる人は 65歳以上が多いと言われて、強啓さん、立ち食いソバ＋

おいなりはどうなるのか、ラーメンライスはどうなるのかと言われて、加島さん、日本粉

もん協会の熊谷真美さんに聞かれて、熊谷さんも粉もんとごはんを一緒に食べないと言わ

れて、焼きそばは単体でごはんと食べないとの回答で，なぜ全国で大阪は粉もんとごはん

を一緒に食べるイメージなのか、40年前、土曜日が休みでない時期に、学校から帰った子

供にお母さんがお好み焼きをあげて、それでは足りず、一緒にごはんを足すことになり、

それがお好み焼き屋に伝わり、では、いつも関西人は粉もんとごはんを一緒に食べるとさ

れたのか、大阪人はネタにされたら乗るものと言われて、近藤さん、それをいちびりと言

われて、三枚目を演じていると言われて、鹿島さん、なぜ大阪に粉もんが普及したのか、

商売上手と粉もんが一致したと言われて、近藤さん、30～40年前に、テレビで大阪にて粉

もんとごはんが一緒なのを見てつまらないと言われて、鹿島さん、お好み焼き＋ごはんの

イメージを外して、ラーメンライス、うどん＆おいなりも同じであり、お好み焼きとご飯

を 1 週間に何回食べるかという質問なら異なると言われて、近藤さん、大阪ではお好み焼

きをうまく焼くと受けると言われました。また、近藤さん、こういう調査は東京の人間も

入ると言われて、鹿島さん、パンとの兼ね合いもあり、大阪の重ね食べは話題になると言

われました。 

 

 時事川柳、何をする コントのような ポスト増え、ポケモンと 粉もん GET 使えるか、
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知事変わる 薄化（薄毛）粧から 厚化粧（薄毛の反対は濃い毛（小池））、討ち入りだ 知

事が叩くぞ どドンのどん、とダジャレが続いていました、以上、デイ・キャッチの内容で

した。 

 

 

[civilsociety-forum:13451] 

朝日放送おはようコール 木原善隆が小池都知事と内閣改造を語る  

 

 

  2016/8/3, Wed 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝はＡＢＣコメン

テイターの木原善隆さんのお話でした。 

 今朝の新聞朝刊一面トップは、内閣改造が中心で、大臣の顔ぶれの紹介、防衛大臣に稲

田氏、世耕氏の初入閣、朝日は原発事故避難で 71の自治体が不安を抱えていること、日経

は成長底上げのことです。 

 

 小池新都知事が初登庁であり、職員には歓迎されたものの、都議会の自民党には歓迎さ

れず、290万票得て手にした知事の椅子、自民は二人のみ出迎えで 30秒しか挨拶せず、小

池氏は東京の改革をすると会見し、透明性を持たせると言い、木原さん、(1)民意 291万票

の都民ファースト、都政を変えることで、会見のトップ、都政改革本部を有識者を外部か

ら連れてきて、橋下氏が府市統合本部と同じ意味、(2)逆境、自民との関係で、自民は学ば

ず、幹事長が来ず、自民との関係は微妙であり、(3)パイプ、小池新党が予想され、名古屋

の河村氏や維新との連携、河村氏は選挙中から応援して、自民が言うことを聞かないと新

党を立ち上げて、来年の都議選に臨むとして、自民もなかなかむつかしいと言われました。

また小池氏は橋下氏と似ており、最初に成果を出せるかであり、また橋下氏も最初は議会

と良好な関係から、ＷＴＣ移転をきっかけに対立して維新を立ち上げて、小池氏も同様に

新党を作る可能性があり、自民党は処分できるか、大阪・名古屋・東京での連携の可能性

があると言われました。 

 

 安倍総理の内閣改造、稲田氏は防衛大臣、靖国に毎年参拝し 9 条改悪が持論とする自民

の保守の極右タカ派で韓国は反発し、経産相に世耕氏、石破氏は閣外に去り、ポスト安倍
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を狙い政権に不満を持つ人の支持を得るということであり、二階氏は幹事長であり、岸田

外相は留任、五輪は丸川氏、これについて木原さん、ポスト安倍の二人が大きく分かれて、

石破氏は閣外で総裁選に臨み、岸田氏も外相を辞めたく、二人はポスト安倍で、岸田氏は

禅譲を狙い、外相としての実績を積みたく、ハト派の派閥のことをやりたかったのに、残

るのは、オバマ大統領の広島訪問を実現して、次はプーチン氏の来日であり、稲田氏は安

倍総理の後継候補として育てるために当選 4 回で重要ポストになり、しかしバリバリのタ

カ派で参院選時も 9条改悪と言って中国と韓国の理解をどう得るのか、次の 8月 15日が問

題になり、世耕氏は和歌山で、二階氏も和歌山、自民の和歌山の国会議員 5 人のうち 3 人

が入閣したと言われました。 

 

 リオ五輪まで 3 日、アテネからつながれた聖火も狙われて大変な警備であり、これまで

も聖火リレーは何度も妨害に会い、オリンピック開催に反対するデモ隊があり、理由は経

済、日本人もお金を脅される事件もあり、国家治安軍が待遇の改善を求めてストであり、

スタジオでも収まるべきゴタゴタが拡大しているとあり、ブラジル経済は悪化の一方、国

民の 6 割がオリンピック反対であり、日刊スポーツの井関さん、オリンピックは国を宣伝

するものが逆効果と言われて、木原さん、ブラジルはＢＲＩＣＳと言われて登り竜があっ

という間に悪化し、しかし南米発の五輪は成功してほしいと言われました。 

 

 毎日の記事で、うどん定食を食べると太るとあり、木原さん、うどんも好きで、炭水化

物を取ると言われて、日経の記事で、睡眠中の顔の筋トレ、木原さん、赤ちゃんが笑うの

は霊長類のみと言われて、産経の記事で、自爆テロ犯をカミカゼと欧州で呼ばれていて、

木原さん、産経の記事でカミカゼと呼ぶのはおかしいと書いてあるが、欧米からは特攻と

同一視されると言われて、朝日の記事で、ポーランドの森の木が曲がっている件、クリス

マスツリー用か、詳細は不明と言われました。 

 

 

[civilsociety-forum:13449] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ 小西克哉 世界の首長、小

学校の英語教育を語る  
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  2016/8/2, Tue 17:00 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ、火曜日のレギュラーは国際ジャ

ーナリストの小西克哉さんでした。 

 オープニングは小池都知事の初登庁について、ＴＢＳラジオの、鳥山譲さんが報告をさ

れました。 

 鳥山さん、小池氏の動きは、9 時半に登庁し、職員 600 人が集まり、都知事になる小池

氏の登場で、緑ではなく白の服であり、緑を身に着けていたのは一部の議員で、当選証書

を受け取り、戦後 9 人目の都知事、議会へのあいさつ、握手、各会派に挨拶して、自民は

内田氏ではなく高橋総務会長が出て、30秒で終わり、自民は会派呼び合わせはなく、午後

会見であり、小池氏は選挙で東京大改革と言い、都政改革本部を作ると言って、委員に第 3

者を入れて、都庁の予算を明確にして、情報公開の調査と、東京オリンピックについての

解明チームを作り、改革案を示して、チャールズ・リンドバーグの言葉を引用して成長、

改革の中に安定があり、都庁を本当の安定にすると語ったのです。 

 小池氏は歩み寄りを見せて、自民都連が抵抗している構図だと、鳥山さん締めくくられ

ました。 

 小西さん、内閣改造で防衛大臣に稲田氏がなり、バリバリの保守で、中国との外交はど

うなるか？ タカ派がなって即険悪になるのではないが、女性の閣僚はタカ派が多く、小

池氏もそうであり、安倍総理が将来のために育てる傾向だと言われました。また、小西さ

ん、都知事選は政党が負けて、リベラルの敗北で、鳥越氏を立てたことへの問題、野党の

結束ができておらず、鳥越氏のキャラクターに不足で、野党は女性が声を上げて、鳥越氏

にはマイナスであったと言われました。 

 小西さん、相模原市の事件について、容疑者がヒトラーの優生思想、役に立たないもの

は殺していいと、何が引き金で走ったのか、殺伐とした世の中で、役に立たない人がいる

という思想はアメリカの保守とも似ており、アメリカの一部の州では、ぶらぶらしていた

だけで逮捕されて、働かない＝役に立たないと見なされて、働くのが大事と言うのではな

く、結果を出せないものは敗者との考えであり、今回の容疑者の論理はそれに通じて、イ

スラムだと人を助ける、ものをあげるのは、あげさせてもらう機会がもらえるのが神の栄

光で、人にあげられるのはありがたいとしており、今回の容疑者は社会が自分一人で成り

立っていると思っていて、人に善行出来る自分は恵まれているとイスラムは思うもので、

宗教の持つ考えを、介護に携わる人たちは知るべきだと言われました。 

 

 また、馳大臣が小学 5 年から英語をすることについて、リスナーよりもっと母国語教育
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がいるのか、ゆとり世代とコロコロ変えるなと意見があり、小西さん、学校の現場だとゆ

とりがちょっとした差別用語になり、ゆとりと見られるとプレッシャーであり、小学 5 年

から英語は茶番、2020年度、今から 4年後で、今教員過程の人が卒業して、日本に小学校

は２万校あり、１校１人でも２万人の英語教師が要り、間に合わないし、発音がいい加減

だと直せず、外国語では最初の発音をちゃんと学ばないと後々に問題で、学級崩壊の場合

もあり、ちゃんと予算、人材を確保してから施行すべきであり、小学校での英語教育世代

と言われたらどうするのかと言われました。 

 

 デイキャッチャーズボイス、多文化時代の、世界の個性的な首長について、小西さん、

都知事も変わり、ガバナー、首長であり、欧米のメディアも小池氏を大きく扱い、しかし

世界には個性的な首長も多く、韓国の現ソウル市長はやり手であり、5年前に就任して、光

速の行政、ＳＮＳ、ツイッターで情報を発信して、市民もＳＮＳで目安箱みたいにして、

ごみのトラブルなど市長の指示ですぐに解決し、人気があり、来年の大統領選の有力候補

で、もちろんマイナス面もあり、都市の長期的な問題もあり、ロンドンはイスラム系の初

の市長が 45歳でなり、苦労した人で、パキスタン移民 2世、低所得者の住居で苦学して、

ロンドンもイスラム系が 12％になり多様化、前市長のジョンソン氏とのやり合いも面白く、

パリ市長はスペインのアンダルシアからの移民で、フランスの市民権を取ってパリの女性

市長、19世紀にはドブネズミの徘徊したパリが改革されて、現市長は環境問題に力を入れ

て、ディーゼル規制もして、ニューヨーク市長はイタリア系の名前だが、ドイツ系の人で、

アメリカの不倶戴天の敵と言われた国のニカラグアを支援していた人であり、つまり世界

の国の市長は様々な経験を経て、様々な文化背景をもっていたものであり、ニューヨーク

は前はブルンバーグ氏が財政再建し、その前のジュリアーニ氏は、ニューヨークの治安を

良くして、落書きを消す、破れ窓の理論であり、小さいものからつぶして、市長がやろう

としたら、地に足の着いたことはできて、都知事選では政党が無力さを見せて、党と喧嘩

した人が勝ち、アメリカも政党はボロボロ、イギリスでもキャメロン氏は人気はないが、

市長は人気があり、フランスも同じ、国家の政治はボロボロでも、地方の市長は元気であ

り、問題を解決するプラグマティックな人が人気で、東京のボス政治、密室で森氏を総理

にしたようなものと、小池氏は透明化すると言い、東京の情報公開で、ボス政治から多文

化系の政治にできるのかが、小池氏に試されていると小西さん締めくくられました、以上、

デイ・キャッチの内容でした。 
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[civilsociety-forum:13442] 

朝日放送おはようコール 小西克哉が小池氏当選と自民党と緊急地震

速報誤報を語る  

 

 

  2016/8/2, Tue 07:20 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は国際ジャーナ

リストの小西克哉さんのお話でした。 

 今朝の朝刊一面トップは、朝日、読売、産経は学習指導要領、読売は討論型授業、産経

は脱ゆとり、毎日は診療報酬の不正で刑事逮捕、日経は日通とアリババの提携です。 

 

 小池都知事と安倍自民の関係、小池氏は朝からテレビの取材で、都議会との関係も、互

いに都民に選ばれたと、対決姿勢をトーンダウン、東京オリンピックでは不正の内部告発

を受けると語り、森オリンピック委員長も困惑であり、自民党は小池氏の除名を言ってい

たのにトーンダウン、都議会のドン、内田氏はノーコメントであり、安倍総理は今週中に

も小池氏と会談し、パイプは二階氏、二階氏は自民幹事長に就任し、二階氏と小池氏は新

進党以来の親しい仲で、そして都連の責任問題もあり、これについて小西さん、小池氏に

対して、二階氏を通して関係改善を図り、二階氏はアジア、中国ロビー的な位置にあり、

官邸には 2 度おいしく、都連は内田氏も語らず、メディアには発言しないという意味であ

り、小池氏は戦うヒロインを示し、これは増田氏や鳥越氏相手ではなく、都連が相手、都

議会には伏魔殿の、わけのわからない力関係があり、果たして小池氏はどこまで都議会の

透明性を確保できるかが問題と言われました。またコンパクトな五輪とは、小池氏と森氏

で異なり、小池氏は予算、森氏は場所であり、森氏と小池氏は犬猿の仲であり、森氏は談

合で総理になり、小池氏はメディアによる小池劇場で都知事になり、内田氏が東京を牛耳

ると言われるが、メディアの主導する透明性の高い政治に東京はなっていないと言われま

した。 

 

 気象庁が首都圏で震度 7 の誤った緊急地震速報を発信し、千葉県の地震計が雷のノイズ

を拾ったためであり、緊急地震速報がマグニチュード 9.1 というとんでもない揺れを誤報

して、首都圏の鉄道が一時停止、帰宅の足に影響が出て、新宿駅ビルにも警報で、誤報の

原因は雷による電気的なノイズと気象庁は報告し、首都圏の人は驚いた模様で、緊急地震

速報には 2つあり、警報（2カ所以上の揺れで発信）と速報（契約していた人のみに配信、
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1カ所のみの揺れで発信）の後者であり、この二つあるのはスタジオでも知らなかったとの

声があり、これについて小西さん、速報はプロ相手で判断が要り、警報は一般市民相手の

ものであり、1カ所の雷でエラーが出るなら一般の人々にも支障が出て、誤報により狼少年

状態もあり得て、他方警報が出ない問題もある、訓練ととらえることも問題と言われまし

た。 

 

 リオ五輪でトラブル、日本代表が窃盗に会い、地元ではオリンピック反対デモが起こり、

リオの治安はさらに悪化し、防弾車が人気であり、オリンピック観戦にお金がかかるとい

う意見がスタジオでありました。 

 

 産経の記事で、石破氏が閣外の意向であり、ＴＰＰで農水相を打診しても拒否されて、

小西さん、ポスト安倍をにらみ、石破氏は総裁候補であったのが存在感が無くなり、岸田

外相は株を上げて、自民は様々な意見があるのが必要で安倍氏の意向ばっかりは問題と言

われて、産経の記事で、小学 5年から英語、朝日の記事で高校で公共の科目新設について、

小西さん、主権者教育、今でも小学校でお遊び感覚で英語をやり、小学校の先生に英語の

素養が必要になり、これは大変なことで、英語のわからない先生にどうさせるのか、先生

の拡充で問題になり、英語は普及せず、毎日の記事で、診療報酬の不正請求で現職刑事が

逮捕されて、小西さん、これは毎日のみ書いて、現職の刑事と元刑事で大変な違いと言わ

れました。 

 

 

[civilsociety-forum:13438] 

報道するラジオ（2016/8/1） 夏休み企画 2 中高生に伝える政治、松

本宏樹さんのお話 

 

 

  2016/8/1, Mon 21:00 

 永岡です、第 200 回報道するラジオ、今週も毎日放送アナウンサー水野晶子さんの司会

で放送されました。今週も夏休みに中学生、高校生にも関心を持ってほしいという企画で、

今回は、18歳選挙権でも若者の投票率や政治への関心はなかなか高まらず、今週は朝日学

生新聞社の編集部長の松本宏樹さんがゲストで、毎週日曜に発行される朝日中高生新聞に
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ついて語られて、様々なニュースの発行や、天声人語をテーマに読者に作文を書いてもら

うなどのことをして、また仕事の紹介や芸能人インタビューの記事もあり、奨学金問題な

ど、中高生に政治を教える意味を語られました。 

 政治に関しては伝え方次第であり、松本さん、中学・高校生に伝えられて、松本さんは

今日東京からおいでであり、暑い中松本さん東京から来られて、中学生・高校生に向けて

の新聞、週刊の新聞で、日曜発行、昨日出たものを水野さんもお持ちで、1面はリオ五輪の

模様、水野さん、紙面の 1/4 で現地のリポートがあり、それも海外の特派員ではなく、リ

オデジャネイロの日本人学校の中学生がこれを報告！ して、それも見事なものであり、

五輪の半面、町中を警察がパトロールであり、光と影を伝えて、五輪に資金が投入される

判明、州立の学校にお金が来ておらず、松本さん、中学生の報告をすごいと感嘆されて、

まさに中学生の見た状況であり、今回はリオであるが、こういう中学生のリポートは、各

地の日本人学校にお願いしたら喜んで応じてくれて、朝日中高生新聞では特派員制度があ

り、読者の中高生が自分の関心のあるものを取材、報告する例もあり、朝日中高生新聞で

発信するもので、中高生に役に立ち、伊勢志摩サミットも中高生の取材！ があり、松本

さん、サミットの現地でも例がないと言われて、あれだけ警備の厳しい中で、中高生の参

加は、松本さんたちと外務省の意向も一致して、子供たちに、各国の首脳が集うものを報

じることに意義があり、名乗りを上げる人が全国にいて、三重の小学生～高校生に参加し

てもらい、世界の記者と一緒に取材するもので、記者章も特別なものを発行してもらい、

子供用のカードもあり、国際政治の舞台に子供たちが来て、詠む方の中高生も臨場感があ

り、松本さん、国の意向も、子供たちが見て何を発信するかを見て、大人にも関心を持っ

てほしいと思い、女の子が英語で質問！ し、意味も把握して、意義のあったことであっ

たのです。国際政治は他人事ではない、というものであり、中高生の報告で、大人がはっ

とさせられるのもしょっちゅうであり、松本さん、子供たちに接して、割り引いたり、手

加減したりはなし、むしろ教えられる！ 特派員リポートで、東日本大震災の被災地に、

初めてボランティアに行った女の子の報告があり、メディアで伝えられたことと、実感と

は異なり、現地に行って得たものは大きく、そういう体験を、子供たちが多感な時期にど

れだけ得られるかが、未来への鍵で、それへの手助けを、松本さん朝日中高生新聞を通し

てやりたいと言われて、水野さんも、自分たち大人がやるべきことを語られました。 

 松本さんのお話の続き、朝日中高生新聞には様々なコーナーがあり、水野さんもびっく

りであり、注目されたのは、コーナーで、天声人語で 200 字作文、短い作文を書いて、物

事を論理的に考えてもらい、200 字は原稿用紙の半分で、これでまとめるのは大人でもむ

つかしいものの、松本さん、こういう訓練は今の中高生に必要、受験で、教科書に書いて
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ある通りのやり方ではダメであり、答えのない問題にどう取り組むかは必要で、集団討論、

論じ合う、評論を書くのに、教科書だけでは太刀打ちできず、東京だと朝日中高生新聞を

塾で読んでもらい、試験対策の一つでいろいろなことを知ってもらい、どう解決するかを

論じる場が必要であり、水野さん、国際社会で自分の考えを述べるのは大事とも言われて、

中高生に作文を作ってもらい、6月 26日号では、大学の奨学金について、舞台はアメリカ

の大学院、給料のいい職に学生が殺到する残酷日記、アメリカの大学生の過酷さを説かれ

て、仕事は給与で選ぶものになり、もちろん日本も同じであり、奨学金には利子ありが大

半の教育ローンであり、利子のない奨学金か給付型の奨学金を拡大すべきというコラム、

奨学金は参院選でも問題になり、そこで、中高生に作文のお題が出て、課題は、給付型奨

学金の給付される条件で、学力と、家庭の財力のどちらを優先させるかであり、これはリ

スナーの声も募集して、松本さん、これに応じて、次の週の号に 200 字のものが載り、こ

れはどの意見が正しいかではなく、論理的に筋道を立てて表現する力を、ニュースを題材

にして作るもので、どちらの立場に立っても、論理的に有効かが問題になるもので、中高

生に練習してほしく、水野さんもこれは自分も悩む＆200 字はむつかしいと言われて、松

本さん、学力を優先に論理はどう組み立てられるか、家庭の経済力を優先と論理づけて、

論理的に表現するもので、答えは先にはなく、必ずしもどちらか正しいものではなく、立

場により答えは異なり、あっちもこっちも納得させられる答えを書くのが、子供たちの未

来を拓くのです。  

 水野さん、様々な選択肢から最良のものを見つけるのが政治家と言われて、その基本を

子供たちに身につけてもらい、次号では経済力が優先の答えが多く、具体的に、松本さん、

経済力優先の理由は、奨学金は経済的にしんどい学生のためいう理由で、学力優先は、本

人の努力と実力に資するというものであり、この論理がほとんどで、どちらが正しいかで

はなく、論理的に展開できるか、この答えで、どちらの理由であれ、まず人と人の差を無

くして、満足に勉強できるようにという理由が成り立ち、経済力優先の理由は、財力によ

る機会の違いを否定し、中学 1 年生の作文で、学力優先でも、貧富の差なく勉強できるよ

うに、であり、結論がどちらでも、目指すものは同じであり、これは作文を書く練習の場

で、それにより子供たちの感覚の正しさを松本さん知られて、入り口は違っても、頂点で

は格差をなくして平等に勉強できるべきとなり、みんなが幸せになればいいと書かれて、

松本さん教えられて、格差や差別について出しているのではなくても、結論はこうなると

言われるのです。水野さん、政治家に聞かせるべきと言われました。 

 また、水野さん、朝日中高生新聞では、奨学金について、背景、なかなか返せない人が 4

割あり、それも背景をきっちり書いており、これを見て、水野さんもご存じない数字もあ
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り、松本さん、日本での大きな問題になり、中高生向けの新聞で、このテーマを選び、彼

らの明日のテーマであり、これを知って行動してほしいのです。大学生の半分は奨学金に

頼り、国立大の授業料も 60万／年であり、親御さんの世代の収入が、実質賃金が減ってお

り、松本さん、子供たちの教育環境を整えるのが大事なのに、なぜできないのか論じられ

るべきであり、朝日中高生新聞でも専門家の意見を聞いて、専門家はがんばって返そうと

しても返せない＝少子化＝社会の破綻とも伝えて、日本の将来にかかわる大問題だと我々

大人も知るべきで、中高生も切実であり、労働、教育に国家の出すべきお金は政治の問題

であり、しかし子供も大人も理解すべきで、困っている人がいて、困っている、自分と違

っている人のいることを知るべきなのです。 

 

 後半のお話、選挙であり、春の朝日中高生新聞から、天声人語での 200 字作文、取り上

げられたのは、衆院京都 3 区の補欠選挙、自民・宮崎氏の不倫スキャンダルでの辞任の後

のものであり、宮崎氏は育児休業を言っていたのに、奥さんの出産直前に不倫であり、天

声人語は衆院京都 3 区の、不倫で補選とは？ 女性の働きやすい場所を、というのに、育

児に大変な人は、補選に 2.3 億要り、それで保育所の助けになったというもので、中高生

の作文は、国会議員の補欠選挙で、病気、死去以外での賛否について、費用 2.3 億となっ

たら論議になり、これについて、中高生の答えは、水野さんも読まれて面白く、次号での

意見は、補欠選挙制度について、多かったのが反対意見であり、なぜ反対か、松本さん、

これも中高生がどこまで知っているかはわからないが、限られた情報で論理的に語れるか、

スキャンダル辞任での補欠選挙について、反対の立場が多く、理由はお金が選挙にかかり、

それも不祥事が理由ならおかしいが論理であり、水野さん、欠員の埋め合わせは、もとも

との選挙時に補欠を決めて、不祥事を起こしたら補欠と交代し、辞任したものは次回立候

補できないとしたら、議員も危機感を持つともあり、松本さん、賛成の論理もあり、どう

いう立場で論を展開するか、行わなかったら欠員が出てその地域に問題とあり、議員を選

ぶ国民にも責任があり、投票できる 18歳までに人を見極める力をつけたいとあり、選挙う

んぬんより、あるニュースをきっかけに深く考えるべきであり、論理を組み立てる練習を

してもらうのです。 

 大人が社会の仕組みはこうだと決めつけたらだめであり、子供たちが考えるべきであり、

双方の立場があり、水野さんも答えを出せないものばかり、世界の貧富の差、政治家にも

答えは出ないのに、子供たちがアイデアを出すのに驚かれて、これから必要な力は、何か

と松本さん、中高生新聞で伝えたいのは、考えるチャンスであり、世の中にこんなことも

あんなこともあり、知らないのと知っているのでは異なり、自分の生活の身近しか知らず
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大人になっては世界に通用せず、自分たちと違った人間がいて、自分たちと違い経験があ

り、他の国の人たちと対等に渡り合うべきであり、答えのない質問に立ち向かい、自分の

立場を押し通すのではなく、違う意見に耳を傾けるべきで、水野さんも政治家に見習えと

言われました。以上、松本さんのお話でした。 

 

 ニュースは上田崇順さんの担当でした。 

 内閣改造の人事が報じられて、安定重視の人事であり、また新人の今井絵理子氏は国民

の希望を描くと語り、8億円問題の渡辺氏、参院は新人で登院してリベンジするというので

す。 

 都知事選で当選した小池氏、都議会自民への批判は控えて、対決姿勢で選挙をしたのに、

議員も都民が選んだとしての意見です。 

 新しい学習指導要領の案が文科省で作られて、5,6年生から英語を学び、授業を英語です

るものの、水野さん、主権者教育はどうするかと聞かれて、公民でやるというのです。 

 大阪の豊能郡のダイオキシンを産廃として神戸市に搬入した件は、百条委員会が開かれ

て、焼却材の地元への搬入には異論があり、数百mに民家があり、手順が間違いと批判し、

神戸市では引き払う作業が開始です。 

 熊本大地震で、うつ病による自殺が震災関連死と認められて、関連死は 17人になりまし

た。工場が被災した男性で、神経科の受診の翌日の自殺が関連死になりました。 

 きょう夕方、気象庁が東京湾での大地震の緊急地震速報を出したものの、誤りでキャン

セルされて、電車では誤送信で停止したものもあり、しかし揺れたところはなく、気象庁

は誤って送信した理由を調べています。 

 台湾の祭総統が、先住民に過去の行為を謝罪して、これは初、人口の 2%が先住民であり、

武力により権利侵害を認めて和解に行くというものです。 

 

 今週の報道するラジオ、リスナーの声、奨学金についてのものが多く、利子の付く奨学

金はアウト、利子はなくすべき、経済的に学べない人が多く、しかし何を勉強したいのか

ともあり、大人の手本がいるともあり、松本さん、中高生が特派員となり海外から寄せら

れるのは、自分もなりたい人は、朝日中高生新聞の読者なら誰でもＯＫ、応募してほしい

と言われて、自分で全国に発信できると言われて、ノーベル賞受賞者へのインタビューも

あるのです、以上、今週の報道するラジオでした。 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E6%9D%A1%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
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[civilsociety-forum:13437] 

毎日放送ＶＯＩＣＥ 憤懣本舗 兵庫・明石のモラルなきタコ釣り人

のこと  

 

 

  2016/8/1, Mon 19:12 

 永岡です、毎日放送のニュース「ＶＯＩＣＥ」の月曜企画の憤懣本舗、今回は政治とは

直接関係ありませんが、私のいる兵庫県の、少し西の明石での、タコ釣りでの釣り人のモ

ラルなき様が報じられました。 

 ご存知のように、兵庫・明石はタコの本場であり、明石焼き（現地では卵焼きと言われ

る）は大人気で、タコ漁は明石の大産業です…が、ここに週末となると、釣り人がプレジ

ャーボートで釣りに出て、それも、500～1000という半端ではない数であり、漁師さんた

ちは、タコツボ海に沈めて、そこにタコが入るのを待って漁をするのですが、釣り人は、

餌のついた針を使って釣りをして、タコは腕と吸盤で獲物を捕らえるので、この疑似餌を

餌と思ってくらいついて釣り人が釣るのですが、その際に使った針が海に放棄されて、タ

コツボに残り、それでけがをする人が後を絶たず、重症になって、家に帰るまでにエライ

ことになった漁師さんもいて、そのうえ、タコツボの場所がわかるようにブイと旗を立て

たら、釣り人がそこで釣りをして、漁師さんたちの獲物をかっさらっていくのです。 

 さらに、底引き網漁の場合も、プレジャーボートが邪魔をして、漁師さんに支障が出て

おり、釣り人が来る土日は漁にならないと嘆かれます。 

 ところが、明石の海は、漁師さんの免許がないと、タコの漁はできず、つまりこの釣り

人たちの行為は違法行為（場合によっては窃盗に当たる）のですが、釣り人たちは罪の意

識などなく、ＭＢＳの記者さんが違法だと指摘しても全く反省せず、どころか悪びれて、

その上に、ＭＢＳの記者さんに、竿を貸してやるから釣りしないかと言う始末で、これに

は私も唖然となりました。 

 もちろん、これは刑事罰のかかるものですが、取り締まりは海上保安庁の担当で、漁師

さんたちが通報しても、現地に海上保安庁の船が来るのに時間がかかり、それで逃げられ

てしまうのです。 

 それでも、漁師さんたちは、遊びで釣りを楽しむ人もいるからと、釣り人との共存を図

り、漁の最盛期である 6～9月はだめだが、他は釣りをしてもいいという妥協を図るのです

が、解決策はありません。 

 司会の西靖さんも、釣りが趣味なものの、この釣り人たちのモラルのなさには唖然＆申
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し訳ないと言われて、神戸学院大の中野雅至さんも、漁業は農業と並ぶ第 1 次産業で、保

護すべきと言われて、さらに釣り人にこんな妥協をしてはいけないと指摘されましたが、

こんな、違法行為、漁師さんたちの漁場で何も後ろめたさもなく、堂々と実質的な犯罪行

為に走る釣り人たちの姿には私も唖然であり、日本人のモラルも、ここまで堕ちたのかと

愕然であり、私も昨年のシルバーウィークに明石に行って明石焼きを食べて、どのお店も

大行列であり、そんな明石の資産をこのような行為で取ることは許されず、そして、社会

の劣化ともこれは無縁ではないでしょう。 

 さらに、ＶＯＩＣＥでは、先週末、安倍総裁と菅長官が、維新の松井氏、馬場氏、そし

て私人のはず？ の橋下氏と 3 時間会談し、それも安倍総裁の推している増田氏の応援演

説もせずに、であり、これは馬場氏も菅氏も、会談内容は明言しなかったもの、安倍総理

は憲法審査会について言及し、また自民の幹部は、情勢分析で、増田氏の負けがわかり、

小池氏と亀裂を作りたくない意図があったと言われて、中野さんは、これも都民は流され

たのではないと言われましたが、後々、火種になりかねないと思いました、以上、ＶＯＩ

ＣＥの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13434] 

ＴＢＳラジオ 荒川強啓デイ・キャッチ 青木理＆武田一顕 都知事

選を語る  

 

 

  2016/8/1, Mon 16:59 

 永岡です、ＴＢＳラジオの、荒川強啓デイ・キャッチ、月曜のレギュラーはジャーナリ

ストの青木理さんでした。 

 昨日の都知事選に関して、国会王子の武田一顕さんが報告をされました（小池氏の生出

演はパスします）。なお、内閣改造、二階氏が幹事長になる模様で、谷垣氏はけがで幹事長

を続けられずであり、小池氏の当選に関して、自民党はどう思っているのか、下村氏は反

党行為と批判しており、これについて武田さんの報告、与党の自公は自分たちの推薦した

都知事が 2人続けて辞任し、しかし小池氏が 100万つけたのはショックで、鳥越氏を押し

た民進党は内輪もめであり、どうしようもない。 

 安倍総理は増田氏の応援をせず、安倍総理はビデオのみで街頭に出ず、増田氏の 7/30の
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銀座の街頭演説に自公の議員がたくさん来たのに、事前調査で小池氏に対して増田氏の勝

ち目が無くなり、こうなったら自民党は小池氏とうまくやらないといけないという判断で

あり、そして小池氏は議会との対決を言っていたのに、ソフトトーンになり、小池氏は冒

頭解散を、不信任案可決の際とトーンダウンし、しかし最初は議会と対立、自民と対立を

見せて、それで自公政権に不満を持つ層の支持を得ても、議会と対立してもやって行けず、

都議会のドン、内田氏との関係は、妥協したら支援者の失望を買うので、官邸、都議会と

の関係を見ると言われるのです。 

 強啓さん、小泉氏のやり方に似ていると指摘されて、武田さん、小泉氏に小池氏は重用

されて、また敵失が大きく、石原伸晃氏の親族処罰、慎太郎氏の厚化粧暴言、慎太郎氏の

暴言は都知事時代と違って許されず、鳥越氏は話にならず、民進党支持者の多くが小池氏

に入れた始末と、武田さん締めくくられました。 

 青木さん、都知事選の結果がニュースランキング 1 位は当然と言われて、千代の富士、

筋肉とばねの塊の人が 61歳で亡くなったのは信じられないと言われました。鍛えた人でも

病には勝てなかったと言われました。また、青木さん、小池氏は核武装や憲法改悪を言っ

ていたのに、既得権益と戦っているとか、本質が見えていなかったと言われました。また、

二階氏の幹事長について、毎日新聞には一面で谷垣幹事長続投と書いており、政局人事の

取材はしんどいと言われて、しかし谷垣氏、二階氏は安倍政権の方向と異なり、こういう

ことを政権の方向にするものであり、二階氏は中国との仲がよく、それで政権基盤を強く

して、他方政権に逆らうものを許さず、麻生氏や菅氏を残して、石破氏をどうするかが注

目と言われました。 

 また、広島平和宣言に広島市の松井市長がオバマ演説を取り入れることについて、青木

さん、気になったのは、今年 71年目、オバマ大統領が広島に来て、世界の目が広島に集ま

り、一歩はあり、注目されるのは 71年の時間、共同通信の調査で、被団協の会員が 6割の

団体で半減して、被爆者が亡くなられて、核の恐怖が薄れて、他方毎日の記事で、被爆者

健康手帳の交付が昨年で 303 件もあり、いまだに多く申請するのは、子供のことなどで申

請をためらっていたのが、高齢で医療援護が必要になり、71年でこれだけの申請で、原爆

は終わったニュースではないと言われました。8月 6日まであと数日、思いを新たにすべき

なのです。 

 

 デイキャッチャーズボイス、青木さんが、都知事選とメディア報道について語られまし

た。 

 青木さん、都知事選は小池氏の圧勝になり、しかしメディアの報道に問題もあり、投票
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率は 59％、前回より 10％以上上がり、最近の都知事選は猪瀬氏が衆院選とダブルで高く、

その前でも石原氏の時でも 50 数％で、今回の 59％は美濃部氏以来の高さであり、猪瀬を

例外とすると近年では高く、高かったのは、舛添ゴタゴタでテレビが注目して、メディア

があおった点もあり、舛添ゴタゴタはテレビの視聴率が高く、さらに都知事選のテレビも

視聴率が高く、どちらが先かわからないが、テレビが報じたら投票率は上がる、関心は高

まるのだが、ある種テレビメディアがやると劇場型になり、主要 3 候補のことのみ報じら

れて、人気投票になってしまい、強啓さん、テレビ、新聞の記事だけで判断している人と、

立会演説を聴いた人の違いを言われて、青木さん、注目されたのは悪いことではなく、メ

ディアは争点を見せてやれば政治も活気づき、投票率は上がり、これはメディアに触れる

一般市民も把握すべきであり、もう一つは、あえて話題にしたいのは、週刊文春の鳥越ス

キャンダル記事、今は事実はわからないものの、青木さん、公選法でメディアは自由な報

道ができても、うそを言ったら選挙妨害になり、これについて週刊文春の記事は事実とし

て弱く、事実なら 20歳の人が被害者であり、淫行は事実に反して、しかし選挙期間中にこ

れを報じることの是非もあると言われて、強啓さんは選挙コードに抵触すると言われて、

片桐さん、相手の証言だけで弱いが、それに影響されたと指摘されて、青木さん、選挙期

間中に、メディアが伝えるべき事実、真実と伝えるべきものは報じるのがメディアの責務

であり、選挙期間中に出さないのはおかしいが、しかししっかりした事実を報じるべきで、

これについて文春の報道を検証すべきで、他方鳥越氏は告訴したことは、政治家は公人で

あり、かつては政治家、公人のメディアへの刑事告訴はなかったが、最近多くなり、メデ

ィアは正確な情報を出すべきだが、公人の刑事告訴はどうかと、文春と鳥越氏のことは、

選挙期間中に隠すべきではなく、しかしちゃんと取材し、絶対大丈夫なものを出すべきで

あり、他方刑事告訴の問題もあり、文春の報道は選挙に影響を与えて、文春、鳥越氏、他

のメディアのことも問われて、強啓さん、選挙期間 2 週間は短いと締めくくられました、

以上、デイ・キャッチの内容でした。 

 

 

[civilsociety-forum:13431] 

朝日放送おはようコール 伊藤惇夫が東京都知事選と岡田民進党代表

退任を語る  
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  2016/8/1, Mon 06:22 

 永岡です、朝日放送のおはようコールＡＢＣの朝イチ！ＮＥＷＳ、今朝は政治アナリス

トの伊藤惇夫さんのお話でした。 

 今朝の朝刊一面トップは、すべて東京都知事選の結果です。 

 

 その東京都知事選の結果について、小池氏が無党派層を中心に自民支持者も取り込んで

の圧勝で、初の女性都知事であり、小池氏は女性という切り口だけでなく、新しい都政へ

と語り、自民党の推薦を得られず無所属で選挙活動し、緑色をカラーにしてやっての圧勝

で、増田氏、鳥越氏は惨敗であり、鳥越氏は自公への対抗で野党が一つにまとまらないと

だめで引き続き野党共闘を訴えています。投票率は 59.7％、前回を約 14％上回り、期日前

投票は 170万と過去最多であり、ふたを開けたら小池劇場、291万を取っての圧勝で、伊

藤さん、投票率が上がり無党派層が小池氏に入れて、小池流のプロモーション、小泉氏の

郵政選挙、大きな敵に向かうものが勝ったものであり、勝因は 2 つ、自民都連が小池氏を

応援したら除名としたら、自民の支持者が一斉に小池氏に行き、慎太郎氏の厚化粧暴言で

女性が小池氏に入れて、自民が自分でこけた選挙であり、そして、小池氏は自民を割って

出ても、伊藤さん、自民は小池氏を処分できず、安倍総理は増田氏の応援に入らず、小池

氏は自民都連を敵だが自民党本部は敵にしておらず、党本部との関係改善はあるが、それ

をやったら小池氏は批判されて、来年の都議会選で小池氏が新党を立てて勝つ可能性があ

り、そして都議会の改革が焦点となると言われました。その小池氏の改革、小泉改革も郵

政民営化のみであり、小池氏は目に見える改革をしないとダメとも言われました。 

 

 そして、民進党の岡田代表が次の代表選に出ないと表明し、なぜこの時期か、都知事選

の結果を前にして、参院選はできることをやり、次の代表は共産党と連携する人がいいと

語り、後継は蓮舫氏や前原氏と言われており、このタイミングについて伊藤さん、悪気は

なく、空気を読めないだけであり、岡田氏にブーイングしている人たちは岡田氏を批判し

ていた人たちであり、しかし新しい顔を模索していて、蓮舫氏が有力で、岡田氏は役職に

しがみつくタイプではなく、数日前に岡田氏は野田氏と会談して、蓮舫氏は野田氏の配下

であり、民進党は野党共闘か独自路線かであるが、民進党は誰がトップでも変わらず、今

まで表に出なかった人をトップにすべきと言われて、他方自民も安倍氏と橋下氏が会い、

伊藤さん憲法改悪について間違いなく語り、そして谷垣氏は辞めたい意向であったと言わ

れました。 
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 毎日の記事で、大阪で地下アイドルを脅した男が逮捕されて、ツイッターを男に見せな

くなってから脅迫であり、ストーカー行為で、伊藤さん小金井市の事件も言及されて、容

疑者は自分の彼女と勘違いしたと言われて、読売の記事で、リオ五輪、地下鉄がようやく

開通、選手村でトラブルがあり、伊藤さん、ゴタゴタ、ブラジルらしいが、テロ対策はし

っかりやってもらうべきと語り、毎日の記事で、神戸で高校生が車にひかれて重態であり、

伊藤さん、駐車場で寝ていたのはどうかと言われました。 

 

 


