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いまから援軍を送る「街宣！街宣！」 2010/03/11 07:12 

  

戦おうとする国士な皆様の 

一助になれれば幸いです。  

  
 日本を救いたい志のある貴方。  

 「広める」のが難しくて困ってはいませんか。  
 言い出しづらいですよね～。下手にしつこく言うと逆効果だし。 

何と切り出せば良いのか難しいし。  
 「話、聞いてもらえない」とか、「唐突にこんな事言うのどう思われるだろう」とか。 

思い余って「天皇陛下万歳！」って言われたらどっぴかれたとか。 
（いや、最後の貴方はそのまま進んで頂いて。ええ）  

 そんな時に、まずこちらをどうぞ。  
 いや、本当にフツーの漫画ですって。中学生の女の子の初恋の話ですから。 

何で「気分悪い」とか怒られるのか私にはさっぱり。  
  

 一歩を踏み出そうとする貴方へ。 これが武器になれば幸いです。  
  

 
画像クリックでケシクズさんのブログに飛びます 

  
 なんと、主権回復を目指す会の西村修平氏をモデルにした漫画「街宣！街宣」が5日にリリースされました。素晴らしい！。絵は

小林よしのりよりも良いではないですか？。作者のケシクズさん・富田安紀子さん、本当にありがとうございました。貴方の熱意と

ご努力に敬意を表します。最大限の拍手、パチパチパチパチパチパチパチパチ！。 
  
 彼女が何故、この漫画を書くに至ったか、その詳細は以下のリンクを見るとよくわかります。当初は本や雑誌への「仕事」として

の掲載を目指したそうですが、ことごとく断られ（どこかで聞いた話だ）、二月末の完成を目指して一ヶ月間、仕事を犠牲にして「前
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半」部分を完成させたそうです。 
  
 ◇ 漫画詳細エントリ：  
 ◇ やる価値は有るか １   
 ◇ やる価値はあるか ２    
 ◇ やる価値はあるか ３   
 ◇ 力…下さい。              
 ★危機拡散/完成★        
  
 ストーリーも良いですね。恋愛に夢中な13才の女の子が主人公です。当初は父親の政治活動に反発していたものが、恋人の

「怖いなウヨク、ヤクザ」の言葉で「お父さんはヤクザじゃ無いけど」と世間のイメージと現実とのギャップに気がつく。学校の授業

で先生が外国人参政権を「素晴らしい法案」と教えたら、主人公のクラスメートが「日本人差別じゃん、コレ」と反発する。 
  

 
  

画像クリックでニコニコ動画に飛びます 
  

 目覚めた主人公が家族と一緒に「外国人参政権」の法案が提出される四月四日（作者の設定）、国会議事堂を人間の鎖で包

囲、それをテレビがニュースで生中継という絵がラストシーンです。さりげなく左翼に支配された教育現場、世間の目を表現しな

がら、それを家族やクラスメートのフォローで主人公が覚醒する様子を描いています。 
  
 これ、行動する保守が街宣右翼＝暴力団と混同視されている現実をうまく否定してくれてますね。あまりに素晴らしいのでPDF
ファイルを小冊子印刷して、たまたま会う機会があった西村幸祐さんに渡したら褒めてましたよ。 
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タグ： 外国人参政権  街宣！街宣！  ケシクズ  富田安紀子  漫画  西田修平  主権回復を目指す会   

 タイトルの表紙の絵。硫黄島の擂り鉢山に掲げられた星条旗が日章旗に変わっているではないですか。その日章旗はボロボロ

ですが、一番下を支えているのがお父さん（西村修平氏）と言うわけです。西村慎吾氏が度々語る「無名兵士の英雄的行為を語

り継げ」と一致しますね。 
  
 私は、この「街宣！街宣！」を見て、昨年の総選挙を思い出してしまいました。あのとき、私達が必死で民主党の危険性を拡散

していたときに、英霊来世が一ヶ月前に「8.30」をリリースしてご自由にお使い下さいと援軍を送ってくれました。外国人参政権の

危険性を理解し、必死で反対行動に参画してる皆さん、いまから援軍を送る！「街宣！街宣！」を送る。ケシクズさんに感謝しま

す。  
  

 
画像クリックで告知サイトに飛びます 

  
  

・自虐史観を吹き飛ばす映画「凛として愛」の拡散にご協力下さい。 
・DVDはこちらでお求め下さい。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 これが正しい歴史、日本が好きな日本人は必見！ 

   ●ニコ動画版 凛として愛 ニコ1/3 2/3 3/3  
   ●you tube版    凛として愛 1 2 3 4 5 6 7  
   ●誇り～伝えよう日本のあゆみ～ 1/3 2/3 3/3 
   ●日本の童謡をいつまでも ふるさとーJAPAN 
   ●NITABOH 仁太坊-津軽三味線始祖外聞 
   ●日本がアジアに残した功績 
   ●真実はどこに・・・ 
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ー   

  

カテゴリ： 政治も    フォルダ： 指定なし コメント(15) 

コメント(15) 

コメントを書く場合はログインしてください。 

2010/03/11 08:33Commented by 花うさぎ さん 

・ニュース 朝鮮学校、一転無償化へ 

 
 政府が今国会で審議中の高校授業料無償化法案の対象に、在日本朝鮮人総連合会

（朝鮮総連）の指導下にある各種学校、朝鮮学校を含める方向で検討を進めていること

が１０日、分かった。鳩山由紀夫首相はいったんは除外する方針を示唆したが、政府関

係者によると、首相と川端達夫文部科学相は９日の会談で、無償化の対象として適用す

ることでおおむね一致した。 

 
 首相はこれまで、「（無償化の対象にするかは）高校の授業内容というのが一つ検討材

料になる。（北朝鮮のように）国交がない国の教科内容を果たして、私どもが検討できる

か」と述べるなど、朝鮮学校を無償化の対象に含めない方針を示唆していた。 

 
 ただ、関係者によると、川端氏は首相との会談で、連立与党の社民党や国民新党に加
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え、公明党が「特定の国を差別するのはおかしい」などと支給を求めている情勢を報告。

さらに文科省内にも「政治問題と教育問題をリンクさせるべきではない」との意見が強く、

首相もこうした考えに理解を示したという。 

 
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100311/plc1003110119000-n1.
htm 
 
・この首相はどこまでバカなんですかね？  

2010/03/11 08:35

Commented by 花うさぎ さん 

・ニュース２ 

 
４億円超、現金で保有 小沢氏関連団体、資金移動隠す？ 

 
 民主党の小沢一郎幹事長と関係の深い政治団体「改革フォーラム２１」が長年、４億円

超の資金を現金で管理していた疑いのあることが１０日、産経新聞の調べで分かった。 

 
同団体は毎年７億円前後の巨額の繰越金があるが、政治資金収支報告書の資産や収

入の記載から逆算すると、うち４億円超が現金で保管されていたことになる。 

 
預貯金と異なり出入金記録が残らないため、識者からは「現金で保管することで、実際の

カネの動きを隠す意図があったのでは」との指摘が出ている。（調査報道班）後略 

 
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100311/crm1003110135000-n1.
htm 
 
・頑張れ、産経！。  

 

2010/03/11 08:58Commented by 花うさぎ さん 

・イベントガイド 台湾研究フォーラム 第133回定例会  
 
日時  平成22年3月13日（土） 18時00分～20時00分 （閉会後に懇親会） 
場所  文京区民センター 2階ホール （文京シビックのはす向かい） 
  都営地下鉄「春日」駅 徒歩1分、東京メトロ「後楽園」駅 徒歩1分、JR「水道橋」駅 徒

歩10分 
内容 
講師：西村幸祐（ジャーナリスト・撃論ムック編集長） 
演題：台湾で空前大ヒットの親日映画「海角七号」と NHK「JAPANデビュー」問題から読

み解く支那の対日情報戦争 

 
参加費 講演会 会員 500円 一般 1,000円 
      懇親会 3,000円 （学生 1,000円） ※ 会場付近にて 

 
お申込 ※ 3月12日締め切り 

MAIL taiwan_kenkyu_forum@yahoo.co.jp 
お問合せ TEL 090-4138-6397  

 

2010/03/11 09:36Commented by abusan１２３ さん 

もう、保守派が反政府運動の時代なんですかね？？ 
鳩山サヨク政権なんてシャレになりません( ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ 
 
こうなれぱ力ずくでも・・・・・・・・・（ー＿ーメ）  

 

2010/03/11 14:59Commented by kenzo1348 さん 

花うさぎさん、こんにちは。 

 
説得力のあるいい漫画ですね。 

 
小林よしのりも悪くはないけど、ヤツは頑固すぎる、絵とストーリーに優しさが感じられな

い。 

 
ところで、私めは３日前から兵庫県の山奥のホテルに滞在中です（インターネットは出来

ます）。１５年前からの馴染み客という立場を利用して、ホテルやレストランの従業員、そ
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の他知り合いになった人達に「民主党がいかに危険であるか」を説いて回っていますが、

いきなり話を始めると上の漫画にもあるように、ドン引きされます。 

 
それで話す前に、「昨年の選挙で何処の党に入れました？」から始めます。「自民党」と答

えた人は２人だけ、やはり「民主党」が多い。次に「参議院選挙はどうしますか？」と聞く

と、①「ウーン、まだ決めてない」が一番多く、②「仕方がないから自民かな」が次、③「もう

少し様子を見るけど、民主になるんじゃないの」が意外と多い。 

 
①～③の人達とはコーヒーやビールを飲みながら、なるべく穏やかに説明した後、インタ

ーネットをやる人にはメールアドレスを聞いて後でメールをしております。本ブログのHTM
Lも知らせております。 
 
さて①～③のどれでもない人達がいます。何処の党に投票したかもハッキリ言いません。

最近判ったショッキングな事実は、今滞在中のホテルの近くは以前同和地区だったという

ことです。当然、公明党支持です。 

 
私は差別主義者では決してありません。サラリーマン時代に仕事でそういう地区にも出入

りしたことがあります。経済的にうまくやっている連中は、少しヤンチャなやつ等が多いけ

どいいヤツも沢山います。ゴルフにもよく一緒しました。しかし団体になると恐ろしいほど

変貌します。 

 
小沢は否定したようですが、民主が公明党と組む可能性はかなり高いでしょう。そうなっ

て、例えば、人権擁護法が成立したとして、上の漫画でもありましたが、「差別とは無視す

る事も含まれる」なんて事になれば、一体どうなるのでしょうか。 

 
 
 
 

2010/03/11 16:16Commented by 花うさぎ さん 

To abusanさん  
 
>もう、保守派が反政府運動の時代なんですかね？？ 
 
左翼が政権を取ったので、今は抗議集会やデモは保守の出番になっちゃいましたね(^
^；。 
 
>鳩山サヨク政権なんてシャレになりません( ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ 
 
日本国民も「気がついて」くれませんかね？ 

 
>こうなれぱ力ずくでも・・・・・・・・・（ー＿ーメ） 
 
いよいよとなったらマジで本会議場に突入しますのでそのときは是非ご一緒に(^^)。 

 

2010/03/11 16:23Commented by 花うさぎ さん 

To kenzo1348さん こんにちは。 
 
>説得力のあるいい漫画ですね。 
 
私もそう思います。街宣ってやってみると気持ちの良いものですよ。 

 
>いきなり話を始めると上の漫画にもあるように、ドン引きされます。 
 
やはりね～。 

 
>もう少し様子を見るけど、民主になるんじゃないの」が意外と多い。 
 
う～む、まずいですね。 

 
>以前同和地区だったということです。当然、公明党支持です。 
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あら。 

 
>差別とは無視する事も含まれる」なんて事になれば、一体どうなるのでしょうか。 
 
本当ですね。民主と公明がくっつくことはかなり前から青山繁晴氏が指摘してきましたが、

いよいよそのときが来たようですね。 

 
公明は先の総選挙ではガタガタでしたが、今回もガタガタにしてやりたいですね。  

2010/03/11 17:54Commented by kenzo1348 さん 

To 花うさぎさん  
 
レスありがとうございます。 

 
ところで、ニコ動で次のような動画がありました。 この動画の後半に高森氏（最近、皇位

継承問題で少しもめていますが）の解説があって、昔の事情を知らない人でも良く判りま

す。阿比留氏の「・・・・・・２４５人だけ」と一緒に貼付されれば宜しいかと。 

 
http://www.nicovideo.jp/watch/sm9951937  

 

2010/03/11 21:11Commented by 花うさぎ さん 

To kenzo1348さん こんばんは。 
 
>ところで、ニコ動で次のような動画がありました。 
 
情報感謝です。これはまだ見ていませんでした。 

 
>阿比留氏の「・・・・・・２４５人だけ」と一緒に貼付されれば宜しいかと。 
 
はい。要は左翼は「ウソばっか」という事ですね(^^；。  

 

2010/03/11 23:42Commented by yosimasa さん 

花うさぎ さん、先日「街宣！街宣」を紹介した者ですが、こんなに大きく取り上げていただ

きありがとうございます。 
こちらのブログを見て沢山の人に読んでもらえたら嬉しいですね。 
西村幸祐さんにも読んでいただけたそうで、私もこれからまた拡散したいと思います。  

 

2010/03/12 00:49Commented by 泥沼没彦 さん 

花うさぎさんへ。 
たかじんさんの番組で、英霊来世のラップ聞きました。勝谷氏に裏付けもない与太者扱い

されてましたが。それよりも、勝谷氏がパネルに天皇制という語を用いてたことに驚きまし

た。「あんた天皇制って左翼用語でしょ・・・」 
私は、英霊来世は評価します。政治運動に携われない平のサラリーマンの私としては、

代弁してもらっているようで共感しました。 
私も桜花咲く快晴の日に、靖国に行きたいと思います。  

 

2010/03/12 08:16Commented by 花うさぎ さん 

To yosimasaさん おはようございます。 
 
>先日「街宣！街宣」を紹介した者ですが、こんなに大きく取り上げていただきありがとう

ございます。 

 
とんでもないです。あのタッチをみると彼女自身が街宣に参加している方だと思います

ね、リアリティーが違いますから(^^)。 
 
>西村幸祐さんにも読んでいただけたそうで、私もこれからまた拡散したいと思います。 
 
「絵」が上手いと褒めてましたよ(^^)。しばらく私もバナーを貼り続けますから。 

 

2010/03/12 08:18Commented by 花うさぎ さん 

To 泥沼没彦さん  
 
>勝谷氏がパネルに天皇制という語を用いてたことに驚きました。「あんた天皇制って左
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翼用語でしょ・・・」 

 
教えてあげたらどうですか？。普通に使ってますからまだ洗脳されている口でしょう(^
^；。 
 
>私は、英霊来世は評価します。政治運動に携われない平のサラリーマンの私としては、

代弁してもらっているようで共感しました。 

 
はい、業界から外されているようなので、皆で支援しましょう。 

 
>私も桜花咲く快晴の日に、靖国に行きたいと思います。 
 
「そろそろ桜」の時期になりましたね。 

2010/03/12 22:15

Commented by snowdrop さん 

街宣がREUTERSの動画ニュースになって世界に発信されています。 
 
西村氏が日本政府に対して法に従って活動家ピートを罰することとニュージー

ランド政府がギル号の船籍を剥奪することを要求していると伝えています。 
金友氏、旭日旗、Ｚ旗も見えます。 
SSは日本をいらだたせている。日本政府は捕鯨が日本の重要な伝統文化だと述べてい

る。商業捕鯨が１９８６年に禁じられたが、日本は調査を目的として捕鯨を続けている。 

 
http://jp.reuters.com/news/video?videoId=55661473&videoChannel=20
0  

 

2010/03/13 03:42

Commented by 花うさぎ さん 

To snowdropさん こんばんは。 
 
>街宣がREUTERSの動画ニュースになって世界に発信されています。 

 
情報、ありがとうございます。行きたかったのですが、もろ仕事にぶつかっていました。 

 
>金友氏、旭日旗、Ｚ旗も見えます。 
 
一部の過激派の行動などとは見て欲しくないですね。圧倒的多数の日本人の声を代弁し

ているのだと受け止めて欲しいです。  
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