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フィリピン人の骨が千鳥ヶ淵に？ 2010/03/13 09:43 

週刊文春が衝撃レポート？？ 

  

 遺骨収集事業に戦没者遺族が疑念 

 空援隊、野口健氏らも声明と反論！ 

  
  11日に発売された週刊文春に「フィリピン人の骨が千鳥ヶ淵に埋められる？」「遺骨収集事業に戦没者遺族が重大疑念」と題

した衝撃的な4ページのリポートが掲載され注目を集めています。遺族会の証言を基にした記事によると、政府から事業の委託

を受けた空援隊は現地人からお金で遺骨を買っていて、その中には日本軍将兵の骨ばかりでなくフィリピン人の骨も含まれてい

る疑いがある、というのです。 
  
 もし記事が事実ならこれは問題ですね。実は以前にも高山正之氏がこれと近いことをコラムで書いていたのを見た記憶がある

ので、手数料として現地のフィリピン人にお金を払うのは当然としても、遺骨が日本軍将兵のものでないとしたら、それは問題だ

と思ったのでした。この件についてはしっかり厚生労働省が調査してしかるべく対処して欲しいと思います。以下文春の記事の抜

粋、空援隊のこの記事についての声明、野口氏のブログから一部を紹介します。  
  

 
 週間文春3月18日号に掲載された遺骨収集事業の記事（P48-P51） 

  

    フィリピン現地の驚きの証言 

  
（前略）「そもそも政府の遺骨収集事業には、遺族会など日本人の協カグループが四団体あって情報提供や遺骨の提供をしてい

た。しかし、現地協力者の中には重複して働く人もあり、現場が混乱して動物の骨が混入するようなこともあった。このため遺骨

の鑑定を厳格にする必要性が生じ、フィリピン大学の考古学教授が鑑定を行なうようになったのですが、目視中心のやり方に一

方で『持って帰れるはずの遺骨が撥ねられる』と不満が高まるようになった。それがちょうど〇五年の後半の時期でしたね」 
  
 その後、倉田氏が立ち上げた空援隊は、超党派の国会議員団を顧間に迎え入れ“快進撃”を始める。アルピニストの野口健氏

を理事に招き、現地調査やシンポジウムに駆り出して積極的な広報戦略を展開している。亀井さんが続ける。 
  
 「彼らが収集した中には、確かに旧日本軍の認識票や遺品などとともに掘り出した信憑性の高い遺骨もあるでしょう。しかし、そ

の大半は出所を検証も出来ない状態で集められたものです。空援隊の意を受けてフィリピン大学の考古学教授を鑑定士から外

した厚労省は、あろうことか〇九年度から収集と鑑定方法をガラッと変えた。 
  
 従来は協力団体から得た情報に基づいて、厚労省が集骨に自ら出向いていたのに、集骨そのものも空援隊に丸投げしたので

す。しかも、住民らの証言に基づいた遺骨を、フイリピン国立博物館の学芸員が鑑定したものを厚労省は追認するだけになった。
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精度は極端に落ちます」 
  
 それゆえ、空援隊の活動によって急増した遺骨の中には、旧日本兵のものではない遺骨が含まれている可能性が高い、と彼ら

は主張するのだ。 
  

               
  
 疑惑の真偽を確かめに、小誌はフィリピンに飛んだ。首都マニラを擁するルソン島の北部、イフガオ州の山岳地帯に住む三十

代のマルコス(仮名)が匿名を条件に誕言した。棚田が美しい同州のバナウエは世界遺産に登録されており、空援隊はそのバナ

ウエに集骨施設を作り、昨年、数回にわたって大量の骨を焼却している。焼骨は、検疫上日本に骨を持ち帰るために必要な措置

である。 
  
 「何体分か言いたくはないが、一体当たり五百ペソ(一ペソは約二円)で売った日生活のためだ、仕方ないよ。山では現金を得ら

れる機会はほとんどないから」 
実は空援隊は、何と現地の人から遺骨を買っているというのだ。同じ村内に住む有力者が詳しい事情を説明してくれた。 
  
 「昨年春、空援隊のトミタとサントスという人が、バランガイキャプテン(村長)に『金を出すから骨を集めてくれ』と頼みに来た。し

かし、二回目の焼骨までに集められたのは、大した量じゃない。なぜなら、みんなが真面目に日本人の骨を探していたからだろ

う。それを一体分当たり七百五十～千ペソで買い取ってくれたんで、みんな大喜びさ。と同時に、骨が換金できることと、空援隊に

日本人の骨とそれ以外の骨を見分ける能力がないことが知れ渡ったんだ。 
  
 その後はたくさんの人間がこのビジネスに参入してきて、村長の頭越しに直接焼骨場に持ち込むようになった。昨年九月、私は

バナウエのウジャという村で行われた焼骨を見に行ったんだ。というのもその間、弟の家から祖母と祖父の遺骨が盗まれたから

だ。 
  
 ところが空援隊のドクターは、みんなが持ち寄った骨を数えるだけで、何の区別もしなかった。そのときは一体当たり五百ペソが

支払われた。試しに骨を売ったヤツの家を調べたら、大事に安置してあった先祖の骨を入れた箱が空っぽになっていた。この辺

りでは床下や庭などに先祖の骨を安置し、祭祠の度に取り出して大事に使う習慣があるんだよ」（後略） 
  

 
 佐波優子さんも遺骨収集事業に熱心に取り組んでいる 

  

   3月11日発売 週刊文春 中傷記事に関して  

  
 文春の記事を読ませていただいて、このようなものの見方、とらえ方をされる方々がいらっしゃるということは大変残念でなリま

せん。私どもの埋事である野口健が日頃口にしている「赤紙一枚で召集され外地に送られ、援軍も食料も無い戦いを余儀なくさ

れた兵士に、その出て行くときの敷居の低さにくらぺてなんと骨になってまで帰るときの敷居の高いことか。」という言薬に私ども

の思いは集約しております。 
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 記事の内容に関して申し上げたいことは山ほどもございますが、文筆を業とされる方に対しては私財と自らの生命をもって活動

をしている我々から申し上げる筋のことでもありません。 
  
 私どもといたしましては今後とも一体でも多く、一時でも早く戦没者のご遺骨に祖国の地を踏んでいただきたいとの恩いで一層

の努力を持ちまして活動を続けてまいる所存でございます。会員のみなさま、またご支援いただいておりますみなさまにおかれま

しては変わらぬ思いをご理解いただき引き統きご支援たまわリますようよろしくお願い申し上げます。 
  
            平成22年3月12日            空援隊理事長 小西 理 
  

  
画像クリックでケシクズさんへ 動画版「街宣！街宣！（修正版）」 

 

  野口健 公式ブログから 3月13日 

  
 (前略）週刊文春には「他人事の厚労省職員」として梅原さんの事が書かれていましたが、お二人とも我々と一緒にあの花崗岩

の岸壁を攀じ登り一つまた一つと洞窟に潜り込み遺骨を探し続けたのです。灼熱地獄の中、一緒に汗を流し一緒に悔しがり、ま

た遺骨を連れて帰れなかったという十字架を一緒に背負ったのです。 
  
 それを週刊文春の記者はたった一度のフィリピン取材で一体何が分かったのでしょうか。あのレイテ島のジャングルをさまよい

カンギポット峰の山中の洞窟の中の壮絶で残酷な世界を見た事があるのだろうか。 
  
 空援隊はゲリラや山賊から脅迫されながらも活動を続けてきました。倉田氏、現地スタッフの富田さんもとっくに命を賭けていま

す。私たちが射撃訓練を受けているのも遊び感覚ではなく覚悟を決めた上での訓練です。  
  
 批判はいいです。人にはそれぞれ与えられた役割があります。批判されるのも役割の一つだと私は明確に自覚しています。全

ての人に好かれようと思えば一歩も進めなくなってしまう。アクションを起こすという事はそういうことです。全ての人に好かれよう

といった感情はとっくに捨てました。 
  
 ただ最初から批判ありきの批判はどうなのでしょうか。その行為が果たして社会に対し貢献することになるのでしょうか。今回の

件とは別ですが、暗いニュースを延々と流し続け、また自分たちの日常の行いはさておき、まるで人を誹謗中傷することが趣味

かのごとく、騒ぐだけ騒いで、飽きたら知らんぷり。雑誌が売れればそれでいいのでしょうか。マスコミには社会を明るくする力が

あればその責任もあるはずです。当てつけに書いているわけではありません。心からそう願って書いているだけです。（後略） 
  

 
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  
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タグ： 遺骨収集  週刊文春  空援隊  野口健  厚生労働省   

   ●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(35) 

コメント(35) 

コメントを書く場合はログインしてください。 

2010/03/13 10:25Commented by 花うさぎ さん 

・イベントガイド 

 
夫婦別姓に反対し家族の絆を守る国民大会 － 家族が危ない！！「夫婦別姓法案」の国

会提出に断固反対の声を上げよう！5000名結集を！  
 
日時 平成22年3月20日（土） 14時00分 （13時00分開場） 
場所 東京ビッグサイト 東4ホール 
 
内容 各党代表の挨拶、各界からの提言、大会決議、全国からの500万名国会請願署

名を国会議員に手交 ほか 

 
呼掛人 市田ひろみ（服飾評論家）、小野田町枝（日本女性の会会長）、桂由美（ブライダ

ルデザイナー）、工藤美代子（作家）、長谷川三千子（埼玉大学教授） 
※ 50音順 

 
参加費 無料 （カンパ歓迎） 
主催 夫婦別姓に反対し家族の絆を守る国民委員会  

 

2010/03/13 11:24Commented by 秋津州の民 さん 

花うさぎさんこんにちは。久しぶりにコメントいたします。 

 
こども手当「悪用必至」ネット上で批判 

 
１．日本在住の外国人が母国に残した子供にも支給 

 
２．日本人の子供でも両親が海外在住の場合は不支給 

 
実際、私の知り合いがフィリピン人妻と一緒に暮らしています。 

 
この法案では、現地に残してきたフィリピン人妻の子供を養子にすると、全ての子供に「こ

ども手当」が支給されるようですね。 

 
ちょっと話をしたんですが、 
「今働いて数万円を仕送りしているが、これからは一人あたり毎月13,000円仕送りでき

る。23年度からは26,000円も仕送りすることが可能となる。 
現地に子供がいなくても、偽装で他人の子供を養子縁組したら商売になる。 
偽装結婚し、偽装養子縁組、こども手当を仕送り、働いて仕送りすることなく多額を仕送り

できる。 
多額のリベートを払っても始める者が出てくる可能性もある。 
行政が現地へ行って調査することは、まず無い。」 
と言うような話になりまして、本当でしょうか？ 

 
本当だとすると、外国人の出稼ぎが日本に殺到することが心配。 

 
外国人→日本は「天国だ！」 
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日本人→日本は「地獄だ！」 
なんてことにならないことを祈ってますが。  

 

2010/03/13 11:27

Commented by しばりょう さん 

花うさぎ様こんいちわ。 

 
「日本の、これから」～いま考えよう日米同盟～ 

 
櫻井よし子さんが出ると言うので 期待してみていましたが、とんだ、期待通り、反日宣伝

番組でした。 

 
民主のブレーン 孫崎氏の主張「根底にあるのは、東アジアにおける日本は、米国にとっ

て地政学的に何物にも代え難い魅力がある以上、最終的に日本のことを米国は見放す

はずがない、という発想だ。だから、日本は米国に「負い目に感ずる必要はない」し、堂々

と中東政策やアフガン政策にはつき合えないと言えばよい、という理屈になる。」もと防衛

庁幹部 これはひどかったですね。  

 

2010/03/13 12:07Commented by abusan１２３ さん 

骨の鑑定は非常に困難なものが有りますな。 

 
只、骨そのものに関する考えは極めて宗教的なものがあり 
我々日本人は骨に霊を感じますが、南米人は「砂漠に転がった 
かつての人間の抜け殻」と解釈する所があります。 

 
南米でＳＫＡなどの音楽が生まれたのもそう言った背景でしょう。 
人間文化の問題であり、必要以上に神経をとがらすのは 
却って問題を複雑化させる事でしょう。 

 
何れにせよ靖国の神々になった事に変わりは有りません。 
そういった超人的な存在に戦死者は成ったのですから。 

 

 

2010/03/13 17:32Commented by 花うさぎ さん 

To akitusimanotamiさん こんにちは。 
 
>と言うような話になりまして、本当でしょうか？ 
 
はい、本当ですね。昨日の長妻大臣のへに質問と答弁を聞くとそういうことになりそうで

す。 

 
>本当だとすると、外国人の出稼ぎが日本に殺到することが心配。 
 
何か特アのシンジケートが既に動き出したとか(^^；。 
 
>なんてことにならないことを祈ってますが。  
 
この政権を一刻も早く打倒しないと「日本が解体」されてしまいます。 

 
ダブってましたので前のコメントは削除させて頂きました。  

 

2010/03/13 17:37Commented by 花うさぎ さん 

To しばりょうさん こんにちは。 
 
>櫻井よし子さんが出ると言うので 期待してみていましたが、とんだ、期待通り、反日宣

伝番組でした。 

 
でしょうね。確か西村幸祐さんが指摘していたと思いますが、この番組に出るには二重三

重にチェックがあって、私みたいにブログを持って「NHK解体」を叫び、一万人訴訟の原

告になっている、かつ受信料不払い、などという人間は100％出演できない仕組みになっ

ているそうです(^^；。 
 
>堂々と中東政策やアフガン政策にはつき合えないと言えばよい、という理屈になる。」も
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と防衛庁幹部 これはひどかったですね。 

 
はあ～、それは酷い！。この番組をありがたがって見る人も多いのでしょうね。 

2010/03/13 17:38Commented by tropicasso さん 

花うさぎさん、こんにちは。横レス失礼します。 
To しばりょうさん   
>>>民主のブレーン 孫崎氏「もと防衛庁幹部 これはひどかったですね。 
 
=> 私もサンプロでこ奴が右側（民主党）席に座っていて、元外務官僚、防衛学校教師と

かの肩書きを見て、話を聞いていたら、とんでもない野郎です。 
バカ民主はこういう連中をブレーンですから、どうしようもなく、左翼政権です。 
今朝は何でしたっけ、ＸＸ実郎なる元三井物産社員で今やバカ鳩の外交ブレーンが出て

ました。昔から変なことをいう野郎だと思ってますが、普天間の移設の先を睨んでないと

いけないと言ってましたが、日本の安全保障をどうするということですよね。 

 
過去・現在・未来とも中共、北朝鮮、もしかしてロシアもの脅威が払拭された訳ではないの

で、安保堅持でしょう。さもなくば、自主防衛ですよね。 
だとしたら子供手当て（５兆円）以下の防衛費で、バカ学長の元でどういう防衛論があると

いうのでしょうかね？ 

 
今や、こいつらは政府政策を決めているのですから、持論を明確にしないのは卑怯の一

語です。 

 
社会・共産主義者の常套的ズル賢さですが、絶対許せませんね。 

 

2010/03/13 17:39Commented by 花うさぎ さん 

To abusanさん こんにちは。 
 
>骨の鑑定は非常に困難なものが有りますな。 
 
はやりのＤＮＡではダメなんですかね？。 

 
>何れにせよ靖国の神々になった事に変わりは有りません。 
>そういった超人的な存在に戦死者は成ったのですから。 
 
はい、但し「日本人将兵」という条件が付きますが。  

 

2010/03/13 17:45Commented by 花うさぎ さん 

To tropicassoさん こんにちは。 
 
>バカ民主はこういう連中をブレーンですから、どうしようもなく、左翼政権です。 
 
この男もブレーンなんですか？ 

 
>今朝は何でしたっけ、ＸＸ実郎なる元三井物産社員で今やバカ鳩の外交ブレーンが出て

ました。 

 
たしか余りにも酷いのでブレーンを外されたと思いますが？。  

 

2010/03/13 18:56Commented by しばりょう さん 

To tropicassoさん  
>花うさぎさん、こんにちは。 
 
>過去・現在・未来とも中共、北朝鮮、もしかしてロシアもの脅威が払拭された訳ではない

ので、安保堅持でしょう。さもなくば、自主防衛ですよね。 

 
左翼連中って、櫻井さんがしゃべっているのに、勝手に反論はじめて、アジるんですね。

討論以前の問題です。TVタックルのほうがまともに見えました。 
イラクに行った自衛隊の妻が、「怖かった。夫がなんで、あんな危ないところへ生かされる

の」だって。「夫のおかげで、日本が平和でいられる感謝しています。」ぐらい言える人をも

っとこないと。 
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普通の自衛隊員の妻を出しなさいよ。NHKの偏向極まれりです。 
日米安保がだめなら、自主防衛ですね。そんなこと おつむに ないようですね。 ただ、

反米 平和 憲法9条 守れって、カルト宗教のような連中です。 
姜なんとかという東大教授も、とんでもない在日反日ですね。 

 
櫻井さんの毅然と、りりしい、正論聞けたのが、唯一救いでした。  

2010/03/13 19:42

Commented by 花うさぎ さん 

To しばりょうさん  
 
>櫻井さんがしゃべっているのに、勝手に反論はじめて、アジるんですね。 

 
それを許している司会者も問題ですね。 

 
>イラクに行った自衛隊の妻が、「怖かった。夫がなんで、あんな危ないところへ生かされ

るの」だって。 

 
これは怪しいですね。 

 
>姜なんとかという東大教授も、とんでもない在日反日ですね。 
 
NHKのお気に入りで今はタレント並なんだそうですよ(^^；。 
 
>櫻井さんの毅然と、りりしい、正論聞けたのが、唯一救いでした。 
 
「凛として」という表現がふさわしい数少ない人ですよね。 

 

2010/03/13 20:19

Commented by しばりょう さん 

To 花うさぎさん こんばんわ。昨日の続きです。 
た。 

> 
>「凛として」という表現がふさわしい数少ない人ですよね。 
 
凛として、この言葉が出てこなくて、その通りです。一人日本人でした。 

 
NHKも露骨になりました。 
出演者 日本が好きな人限定にして欲しいです。 
見苦しかったですね沖縄のおっさん、勝手にしゃべる。憲法9条があるから、日本は平和

であった、左翼思想そのものですね。 

 
同じ沖縄の人でも、「沖縄は、基地で 経済、雇用の恩恵を受けています」と言う 常識人

も、出演されていました。 

 
自衛隊員も、日米安保があって、今まで、戦争に巻き込まれなかったと正論言う若手がい

ました。  

 

2010/03/13 21:15

Commented by すずめめだか さん 

NHKのその番組を櫻井よしこさんが出ているのを目にした主人がチャンネル

をそのままにしました。私はＮＨＫの反日を知っていますので見たくなかったの

ですが、それを知らない主人は、櫻井さんが出ていることもありうれしいようで

した。 

 
しかしみなさんが書き込まれているように日米同盟の話が戦争への道だの 
憲法９条があるから平和だのと左翼の醜い集会を映しているにすぎませんでした。敵陣

地にたった一人で乗り込み整然と話をし、暴走する無礼者をわざと？放置する司会者の

代わりを時には務めた、櫻井さんは立派でした。 

 
討論に参加している人選が偏向しているとＮＨＫにしっかり苦情を入れました。  

 

2010/03/13 22:19Commented by kunimamoru さん 

こんばんは。 
こちらエントリの、「フィリピン人の骨が千鳥ヶ淵に埋められる？」真偽の程はわかりませ

んが、個人的にはあるかも知れない。と思っています。それは即ち、そこの島民の民度と
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経済的なものに拘ってくるのだと思いますが、それを精査するのが厚生労働省だとも思い

ます。現在の日本の礎となられた兵隊さん達・・それらを大切に思うか思わないか。こちら

も民度を試されていますね。  

2010/03/13 22:55

Commented by しばりょう さん 

野口健氏の行動には、頭下がります。 

 
私も 元山岳部の同士として、アルピニストでありながら、遺骨収 

 
集という、誰でもがやれない 

 
地味な事をやっておられることに心から尊敬いたします。 

 
英霊はきっと 喜んでおられるでしょう。 

 
ありがとうございます。 合掌。  

 

2010/03/13 23:08

Commented by kenzo1348 さん 

To しばりょうさん,NHKを胡散臭く思っておられる皆さん 
 
 

以前に一度カキコさせて貰いましたが、私がNHKの反日・偏向を確信すようになったのは

Project Japan、日本と朝鮮半島→大化の改新→白村江の戦いあたりからです。 
 
 
http://sky.geocities.jp/jyunpujyunpu/nhksptaikanokaisin/hakusonkou 
 
 
日本史が好きな人なら、一度こんな馬鹿げたものを見てしまうと、NHKに不信感を持つ筈

ですが、NHKも直ぐにばれるようなへまはしません。放送終了時には日の丸と君が代の

音楽を嫌々流しております。 

 
ただし、子供向け番組、日本史関連番組、ここぞという時の特集ニュース番組などでは一

生懸命に日本人洗脳に精を出しています。 

 
ところで、姜 尚中という一見知性的な御仁は、鳩山内閣発足後２ヶ月目に日経CNBC（こ

こも最近は凄い民主支持）という番組に登場して、それまでの鳩山内閣に点数をつけると

したら、の問いに「１０００点あげたい、その理由は、決断力＋スピード感」と言ったので、

見ていた私は大笑いしました。 

 
 
 

 

2010/03/13 23:30Commented by tropicasso さん 

花うさぎさん、横レス失礼します。 
To kenzo1348さん  
>To しばりょうさん,NHKを胡散臭く思っておられる皆さん 
 
=> Media Patrol Japanに近々連絡を入れようと思っています。 
即ち、犬ＨＫの番組と番組の間の１－２分程度の空き時間に田舎の清流や雲海みたいな

のを放映しています。これはＯＫなんですが、そのＢＧＭが二胡（一弦縦バイオリンのよう

な楽器）がリードを取った曲が流されています。 

 
私は個人的にはこれ系音楽は癒し効果があるので嫌いではありませんが、ふと思いつき

ました。 

 
つまり、これは『聴覚的なサブリミナル』ではないかと！ 
日本の景色＋中国音楽で日本人の原風景が次第次第に中国風になって、日本人が中国

に同化してしまうという犬ＨＫの高等戦術です。間違いなく！ 

 
一度、こういう場面では意識してお聞きください！ 
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>ところで、姜 尚中 
＝＞ もったいぶってゆっくり喋りますが、言っている内容がどうしてＴ大学のしかも大学

院教授レベルなんですかね？ 
こ奴の著書がベストセラー上位とは全く信じられませんね。購読者はバカですね。 
何かの間違いでしょう！ 仕分け対象です。 

2010/03/13 23:55

Commented by しばりょう さん 

To tropicassoさん  
 
>>ところで、姜 尚中 

>＝＞ もったいぶってゆっくり喋りますが、言っている内容がどうしてＴ大学のしかも大学

院教授レベルなんですかね？ 
>こ奴の著書がベストセラー上位とは全く信じられませんね。購読者はバカですね。 
>何かの間違いでしょう！ 仕分け対象です。> 
 
こやつを起用する NHKは、馬鹿を使うので、あほ以下です。 
中国 北朝鮮が、日本の脅威であるのは当然でしょう。 
毎年 110％の軍拡を続ける中国と友愛で結ばれるって、あほー以下です。 
日米安保は、日本だけではなく、台湾はじめ、東アジアの国々の、安全弁であるのは、常

識でしょう。 
日米安保破棄して、日本は自前で 防衛するのですかね、防衛費を 
そっくり同額子供手当に使ってしまう、あほうな政権ですから。 
ネットで、ニュースと、好きな野球中継してくれたら、テレビなんて、見なくてすむのです

が、テレビ見ていると 自分があほーになるのが、実感できます。 
次の事業仕分けは、民主マニフェスト 民主議員歩兵の給料 子供手当、NHKから、初

めて欲しいものです。  

 

2010/03/14 02:08

Commented by kenzo1348 さん 

To tropicassoさん  
 
>即ち、犬ＨＫの番組と番組の間の１－２分程度の空き時間に田舎の清流や

雲海みたいなのを放映しています。これはＯＫなんですが、そのＢＧＭが二胡（一弦縦バ

イオリンのような楽器）がリードを取った曲が流されています。 

 
>つまり、これは『聴覚的なサブリミナル』ではないかと！ 
>日本の景色＋中国音楽で日本人の原風景が次第次第に中国風になって、日本人が中

国に同化してしまうという犬ＨＫの高等戦術です。間違いなく！ 

 
見ました見ました。３～４週間前だったか、で、最初は？？の感じだけでしたが、最終的に

はtropicassoさんと同じ事を考えましたよ。 その翌日だったかな、散歩コースの途中に

ある中学校で下校時にやはり二胡の音楽が流れており、歩きながら考え込んでしまいま

したよ。 

 
私も二胡の音色は結構好きです。７～８年前に東南アジアのあるホテル（バンコックだっ

たかシンガポールだったか記憶は薄れていますが）でテレビをつけたまま居眠りをしてし

まった時、なんとも言えない切ない音楽で目が覚めてしまったことがあります。テレビから

聞こえていた二胡の曲名を後で調べたら「燕になりたい」でした。 

 
中国の歴史・文化は、日本のそれとはまた違うその強烈な人間臭さが面白かったのです

が、民主党、小沢、胡錦濤、習近平と見るにつけ、ちょいと嫌味になって来ましたね。 

 
今度の駐日中国大使、程永華はなんと創価大学に留学していたそうですしね。  

 

2010/03/14 08:42Commented by 花うさぎ さん 

To しばりょうさん おはようございます。 
 
>その通りです。一人日本人でした。 
 
保守派の論客をまとめて送り込めば面白いのですがね。 

 
>憲法9条があるから、日本は平和であった、左翼思想そのものですね。 
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まだそんな馬鹿を信じているのがいるんですね。おもしろのを拾いましたので紹介しましょ

う。 

 
＞＞福島みずほ 灰国-語録です！  
 
「朝まで生テレビ」  
福島「ですから、日本はスイスのような平和中立国を目指すべきなんですぅ。」  
田原「スイスは国民皆兵制で、一般家庭に自動小銃が有る国だよ。」  
福島「いえ、例えばスウェーデンみたいな中立国もあるわけですしぃ…」  
田原「スウェーデンはナチに協力して中立を守った国だし、今では武器輸出大国だよ。」  
福島「えーと、ベルギーのように歴史的に中立を貫いた国もあるんですぅ。」  
田原「ベルギーみたいに何度も外国軍に蹂躙されてもいいの？」  
福島「・・・・」  
田原「ベルギーみたいに何度も外国軍に蹂躙されてもいいの？」  
福島「え～？でもぉ～、侵略するより侵略される方がイイですし～…」  
田原「・・・・」 

 
 
>自衛隊員も、日米安保があって、今まで、戦争に巻き込まれなかったと正論言う若手が

いました。 

 
ちょっと安心しました(^^)。  

2010/03/14 08:46

Commented by 花うさぎ さん 

To すずめめだかさん おはようございます。 
 
>憲法９条があるから平和だのと左翼の醜い集会を映しているにすぎません

でした。 

 
ますます露骨になってきましたね。 

 
>放置する司会者の代わりを時には務めた、櫻井さんは立派でした。 
 
さすが、ですね(^^)。 
 
>討論に参加している人選が偏向しているとＮＨＫにしっかり苦情を入れました。 
 
おお～ありがとうございます。生で取り返しがつかないので人選には徹底的に左翼中心

がNHKの規定方針です。 

 

2010/03/14 08:49

Commented by 花うさぎ さん 

To kunimamoruさん おはようございます。 
 
>それは即ち、そこの島民の民度と経済的なものに拘ってくるのだと思います 

 
そうなんですよね。お金が絡むと(^^；。 
 
>現在の日本の礎となられた兵隊さん達・・それらを大切に思うか思わないか。こちらも民

度を試されていますね。 

 
その通り、「そんなこと、どうでもいい」などという馬鹿がいたら張り倒したくなりますよ。 

 

2010/03/14 08:50Commented by 花うさぎ さん 

To しばりょうさん  
 
>地味な事をやっておられることに心から尊敬いたします。 
>英霊はきっと 喜んでおられるでしょう。 
 
はい。本当に感謝です(--)。  

 

2010/03/14 08:53Commented by 花うさぎ さん 

To kenzo1348さん おはようございます。 
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>NHKも直ぐにばれるようなへまはしません。放送終了時には日の丸と君が代の音楽を

嫌々流しております。 

 
手が込んできましたね。 

 
>ただし、子供向け番組、日本史関連番組、ここぞという時の特集ニュース番組などでは

一生懸命に日本人洗脳に精を出しています。 

 
この子ども向け、と言うのが益々許せないですね。 

 
>「１０００点あげたい、その理由は、決断力＋スピード感」と言ったので、見ていた私は大

笑いしました。 

 
恥ずかしくないですかね、この在日外国人は(^^；。  

2010/03/14 08:55Commented by 花うさぎ さん 

To tropicassoさん おはようございます。 
 
>つまり、これは『聴覚的なサブリミナル』ではないかと！ 
>日本の景色＋中国音楽で日本人の原風景が次第次第に中国風になって、日本人が中

国に同化してしまうという犬ＨＫの高等戦術です。間違いなく！ 

 
なるほど。これは気がつきませんでした。 

 
ご指摘感謝です(--)。  

 

2010/03/14 08:56Commented by 花うさぎ さん 

To kenzo1348さん  
 
>今度の駐日中国大使、程永華はなんと創価大学に留学していたそうですしね。 
 
いよいよきな臭いですね。 

 

2010/03/14 12:25Commented by しばりょう さん 

To 花うさぎさん  
おはようございます。 

> 
>まだそんな馬鹿を信じているのがいるんですね。おもしろのを拾いましたので紹介しま

しょう。 

> 
>＞＞福島みずほ 灰国-語録です！  
> 
>「朝まで生テレビ」  
>福島「ですから、日本はスイスのような平和中立国を目指すべきなんですぅ。」  
>田原「スイスは国民皆兵制で、一般家庭に自動小銃が有る国だよ。」  
>福島「いえ、例えばスウェーデンみたいな中立国もあるわけですしぃ…」  
>田原「スウェーデンはナチに協力して中立を守った国だし、今では武器輸出大国だ

よ。」  
>福島「えーと、ベルギーのように歴史的に中立を貫いた国もあるんですぅ。」  
>田原「ベルギーみたいに何度も外国軍に蹂躙されてもいいの？」  
>福島「・・・・」  
>田原「ベルギーみたいに何度も外国軍に蹂躙されてもいいの？」  
>福島「え～？でもぉ～、侵略するより侵略される方がイイですし～…」  
>田原「・・・・」 
> 
面白いですね。 
この前の 国会答弁 ひげの佐藤氏から、執拗に 自衛隊は合憲かに、しぶしぶ、合憲と

いいましたね。 
国民の大多数が、自衛隊合憲 日米安保 支持ですのに、GHQが１夜でつくった、憲法

を 平和憲法といい、改憲すると言う 議論すら容認しない。馬鹿ですね。 

 
社民党 大好きな 北朝鮮へ移住させ、代わりに 拉致被害者をかえして ほしいもので
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す。 

2010/03/15 00:54Commented by tropicasso さん 

To kenzo1348さん  
>見ました見ました。３～４週間前だったか、で、最初は？？の感じだけでしたが、最終的

にはtropicassoさんと同じ事を考えましたよ。 
=> 同じ感覚をもったＫｅｎｚｏさんがおられたのは良かった。 
矢張り、これはれっきとした犬ＨＫによる日本人解体の一環ですね。 

 

2010/03/15 01:07Commented by tropicasso さん 

To しばりょうさん  
>次の事業仕分けは、民主マニフェスト 民主議員歩兵の給料 子供手当、NHKから、初

めて欲しいものです。 
＝＞ 全く同感です。民主党の支持率が急速に下落していく様はご同慶の至りですが、

一方、宗教政党がバカ政党ににじり寄って行くのも見苦しいですね。 

 
但し、こういう売春婦まがいの公明党と最初に懇ろになったのは自民党でした。ここがそ

もそもの間違いの出発点です。 

 
現時点では無党派層はやっぱり民主党も自民以上に酷い政党であることを認識している

と思います。従い、第三極が必然として脚光を浴びますね。 

 
普天間等日米安保体制が由々しい事態に立ち至っている以上、既存政党にない選挙キ

ーワードは国家観や国防意識であり、間違いなく凛とした「保守」待望論ではないでしょう

か！ 

 
ですから第三極は兎に角、保守政党が一丸となって、売国政党、民主と公明を叩きのめ

さないといけません！  

 

2010/03/15 08:19Commented by kenzo1348 さん 

To tropicassoさん  
 
おはようございます。 

 
>=> 同じ感覚をもったＫｅｎｚｏさんがおられたのは良かった。 
>矢張り、これはれっきとした犬ＨＫによる日本人解体の一環ですね。 
 
感覚と言うか、長い間変なものを見させられた結果、芽生えてしまった猜疑心みたいなも

のでしょうね。近頃ではテレビを見る目的が、「アラ探し」、「どこが一番反日的か」、「どこ

の局が極左工作人をより多く抱えているか」を確認する作業になってしまいましたよ。 

 
実は親戚に一人、嘗てNHKの職員（かなり上層部まで出世した人）に嫁いだバアサンが

います。天皇家所縁の場所を旅するのが大好きな人で、何度かそういう場所に同行した

ことがあります。 

 
で、数ヶ月前に電話で最近の犬HKは相当おかしいと言う話題を振ったところ、「おかしく

ない、おかしいのはアンタの方だ、戦争を少しでも体験した日本人なら、反米で韓国人擁

護は当たり前だ」と言われちゃったのです。ついでに「今、韓流ドラマに嵌っているの」と来

たもんだ。 

 
しばらく、場合によっては永久に、親戚の縁を切らなければ。  

 

2010/03/15 08:42Commented by kenzo1348 さん 

花うさぎさん、おはようございます。 

 
ニュースです。 
３/１４日開票の地方選挙結果 
 
石川県知事選 自民民主相乗りで意味なし 
輪島市長選  自民系 
福岡宮若市長選 自民支部ｖｓ自民麻生派で麻生派が勝ち、実質自民勝利 
橋本市長選  自民系 
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大田原市長選 自民系（というか保守系同士の争い） 
岩手奥州市長選 民主同士の争いで意味なしだが、一応民主勝ち 
岩手久慈市長選 オザーの超地元で自民系勝利 

 
地方選挙の特徴として一応無所属候補ばかりですが、↓をよく読めば民主惨敗でしょう。

特に久慈市はオザ～真っ青のはず。メディアは意地でも取上げないでしょうが＾＾。 

 
 
 
http://www.senkyo.janjan.jp/senkyo_flash/1003/1003070394/1.php  

2010/03/15 09:01

Commented by kenzo1348 さん 

↑ 案の定、産経は民主敗北を報道するが、読売はごまかす。 

 
 

（１）産経 

 
http://sankei.jp.msn.com/politics/election/100315/elc1003150826002-n
1.htm 
 
（２）読売 

 
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/iwate/news/20100315-OYT8T00078.h
tm 
 

 

2010/03/15 09:06

Commented by 花うさぎ さん 

To しばりょうさん おはようございます。 
 
>この前の 国会答弁 ひげの佐藤氏から、執拗に 自衛隊は合憲かに、しぶ

しぶ、合憲といいましたね。 

 
以前にもありましたね。連立のときは認めて、離脱すると「やっぱり認めない」とか(^^；。 
 
>憲法を 平和憲法といい、改憲すると言う 議論すら容認しない。馬鹿ですね。 
 
現行憲法無効論が合意できると一番スッキリするのですが。 

 
>社民党 大好きな 北朝鮮へ移住させ、代わりに 拉致被害者をかえして ほしいもの

です。 

 
朝鮮学校無償で動くなど、国賊の最たるものでしょう、この政党は。  

 

2010/03/15 09:08Commented by 花うさぎ さん 

To kenzo1348さん おはようございます。 
 
情報、ありがとうございます。万歳！です(^^)。 
 
>特に久慈市はオザ～真っ青のはず。メディアは意地でも取上げないでしょうが＾＾。 
 
ふふふふふふふ、小沢神話ももはやこれまで、でしょう。  

 

2010/03/15 09:10Commented by 花うさぎ さん 

To kenzo1348さん  
 
>↑ 案の定、産経は民主敗北を報道するが、読売はごまかす。 
 
読売はけしからんですね。カミさんがチラシが多いからと、今は産経と読売を購読してま

すが、余りにもぬるい紙面でほとんど見ません。 

 
次の更新時に断ります。  

 

13フィリピン人の骨が千鳥ヶ淵に？：イザ！

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1501030/


