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一周年迎えた日心会、会員は3851人に！ 2010/09/07 08:31 

  深川江戸資料館・大正記念館で記念行事 
  

  人々の心の中にある日本を愛する心を 

  覚醒し、保守のすそ野を広げたい！ 

  
 日本の心をつたえる会（通称＝日心会、小名木善行会長＝ねずきちのひとりごとブログ主）が昨年9月6日に発足して一周年を

迎え、去る4日、深川江戸資料館で記念行事、大正記念館で祝賀会を開催した。 
  
   同会は保守系草の根徳育推進団体として設立された団体で、いまだ保守に目覚めていない多くの人々の心の中にある日本を

愛する心を覚醒し、保守のすそ野を広げ、各保守勢力に協力して保守のジョイント役を担うことを会の目的としている。 
  

 
第一部の会場スナップ。画像は日心会たぬきちさんの撮影です。 

  
   日心会はブログ「ねずきちのひとりごと」のエントリーにみられるように、一般の教育や報道では取り上げてこなかった日本や

日本人の良い話し、感動的なテーマが中心で、このため政治ブログランキングのなかではユニークな存在ながら常に上位に食い

込むなど、幅広い支持を集めているのが特徴。 
  
   発足して間もない組織だが、8月1日現在で会員数は3851人を数える有力な保守団体に成長。最近ではやまと新聞への支

援、口蹄疫号外の支援と配布、参議院選挙での中山成彬氏への支持応援など、活発な活動を行って今日に至っている。 
  

 
第二部で挨拶した方々。左からねずきちさん、中山成彬氏、吉田あいさん、桜井誠氏。 

  
   深川江戸記念館で行われた第一部では、会長挨拶に続いて、絵本作家のときたひろしさん、「武徳教育のすすめ」の著者白石

茂樹氏、元鎌倉市議の伊藤玲子さん、元文部科学大臣中山成彬氏がそれぞれ講演、トイピアノを使ったひとり芝居「もみじ伝説」

の演劇も上演され、参加した47人のメンバーが鑑賞した。 
  
   第二部の記念祝賀会では、元傭兵だった加藤健二郎氏のバグパイプの伴奏により全員で国歌斉唱。杉並区議の吉田あいさ

ん、在特会の桜井誠会長、やまと新聞社、目黒近現代史研究会の落合道夫会長らが挨拶、食事で歓談しながらメンバーの一人

一人がそれぞれの思いを語っていた。（ニュース調ここまで）  
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美しいデザインのシンボルマーク。バグパイプの生演奏 

で「君が代」を斉唱したのは初めての経験でした。  
  
   私は都合で第一部は参加できず、二部から出席させて頂きましたが、素晴らしい会だったと思います。昨年は女性の会「そよ

風」とこの「日心会」が新たに発足し、共に大きく育ったことを本当に嬉しく思っています。日心会は他の保守系団体のように街宣

やデモといった直接的な行動は会としては実施していませんが、個々で参加する方は結構多いと思います。 
  
   それにしてもブログのエントリーはほとんどが永久保存版に近い優れた出来映えで、日本人の誇りと自信を取り戻す教育教材

として、多くの人に読んで欲しい内容です。これを素材に本の出版とか動画の作成など、活動がさらに進化していくことを願ってい

ます。 
  
 私も含めて政治の時局を扱うブログはどうしても攻撃的でネガティブな内容になるのが普通ですが、読んで感動を与えるポジテ

ィヴなエントリーは貴重です。しかし、あのオリジナルのエントリーを書き続けるねずきち氏の幅広い知識と努力にはある種の「凄

さ！」すら感じさせますし、それを支える幹部・会員の皆さんのご努力に敬意を表したいと思います。 
  
  

 
  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 阿比留瑠比氏が「ズバリ！」 
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 産経新聞9月7日5面に掲載された「政論」囲み記事。官邸キャップの阿比留氏が民主党代表戦で外国人にも投票権について、

小沢氏、仙谷氏の無責任な言動をバッサリ切ってくれました。（画像クリックでネット記事） 
  
  

  
  
・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資料については愛国女性のつどい花時計さんへ  

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 1/3 2/3 3/3  
   ●you tube版    凛として愛 1 2 3 4 5 6 7  
      ●注目・名作映画 氷雪の門 1/3  2/3  3/3      
   ●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 
   ●めぐみ (日本語)   1/3 2/3 3/3  
   ●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ーーー ー  
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タグ： 日本の心をつたえる会  保守系草の根徳育推進団体  ねずきち  中山成彬  吉田あい  桜井誠  ときたひろし  白石茂

樹  伊藤玲子  やまと新聞   

           

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。 

2010/09/07 08:46Commented by pioneer48 さん 

この投稿と関係無いコメントで申し訳ありません。 
８/２５に露呈した内閣官房副長官福山哲郎が 
元朝鮮人陳哲郎と言うニュースをご存じでしょうか？ 
そうで無ければ、影響力の大きい花うさぎさんの 
ブログで取り上げて頂きたいのですが。  

 

2010/09/07 09:32Commented by 花うさぎ さん 

To pioneer48さん おはようございます。 
 
>元朝鮮人陳哲郎と言うニュースをご存じでしょうか？ 
 
私も二階堂ドットコムで知りました。あの若さで典型的な自虐史観をNHKで語っていたの

でおかしいなと思ってましたが、これで腑に落ちました(^^；。 
 
関連ですがせとさんのブログで「コリアンジャパニーズ調査委員会」について紹介されて

います。進展を見て私もそのうち取り上げたいと思っています。 

 
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52553618.html 
 
http://www22.atpages.jp/~chosa/?p=1 

 

2010/09/07 11:34Commented by tropicasso さん 

花うさぎさん、こんにちは。 

 
書き込み関連で言えば、中田 宏前横浜市長も「鄭 宏」と言う名前なのだそうですから、中

国系ですか？ 福山（韓国系）と同種の転向組みですね。なのに、何で創新党の幹事長

なのか分かりません。靖国にも参拝しないし。 

 
さて、阿比留さんの記事は氏のブログでも民主党や小沢の行状に心底頭にきているの

で、この記事から何か怒気が感じられますね。 

 
犬HKなども代表選のことは伝えますが、憲法違反の惧れいう可能性すら伝えませんね。

日本が戦時体制に突入したら、産経を除く全ての新聞とTV局は反日で閉鎖命令を出さな

いとだめですね。勿論、犬HKは解体です。(^^; 
 

 

2010/09/07 11:47Commented by iza1824 さん 

花うさぎさんこんにちは、 

 
確信の無い事は書き入れたくありませんが、「哲（韓国読み、チョル」が名前に付く人はか

なりの確率で韓国・朝鮮系です。従って彼を見始めた時から韓国・朝鮮系と思っていまし

た。 

 
小沢氏が昨日何処かで、首相と云うのは絶大なる権限を持っている、自分が首相になっ

た時は、菅氏の様に言葉だけでなく、政策をどんどん実行すると云っておりました。 
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だから、小沢・菅、及び、民主党を政権から引き摺り下ろさねばならないと我々は願ってい

るのです。  
2010/09/07 11:56

Commented by 花うさぎ さん 

To tropicassoさん こんにちは。  
 
>何で創新党の幹事長なのか分かりません。靖国にも参拝しないし。 

 
知名度と実績がある、と思ったのでは？その割に地元横浜では人気がないとか？ 

 
>この記事から何か怒気が感じられますね。 
 
怒ってますね～、「ふざけんな、民主党」という思いすら伝わってきそうです(^^；。 
 
>犬HKなども代表選のことは伝えますが、憲法違反の惧れいう可能性すら伝えません

ね。 

 
本当にNHKは落ちるところまで落ちました。何で時代劇に出る維新の志士達をあのよう

に汚いメイクで出演させるのか？日本を貶めようという意図が明白ですね。 

 
>産経を除く全ての新聞とTV局は反日で閉鎖命令を出さないとだめですね。勿論、犬HK
は解体です。(^^; 
 
マスゴミの罪は限りなく深くて大きいです。  

 

2010/09/07 11:58Commented by 花うさぎ さん 

To iza1824さん こんにちは。 
 
>哲（韓国読み、チョル」が名前に付く人はかなりの確率で韓国・朝鮮系です。従って彼を

見始めた時から韓国・朝鮮系と思っていました。 

 
へえ～はじめて知りました。 

 
>だから、小沢・菅、及び、民主党を政権から引き摺り下ろさねばならないと我々は願って

いるのです。 

 
のんびり構えている時間はないですね。「日本解体」が加速度を増していますから。 

 

2010/09/07 13:43Commented by abusan１２３ さん 

右派系（保守系）市民団体が増えていく事は良いことですな。 
特に健全な民主主義社会を形成すると言う意味に於いて。 

 
でもマスゴミはこういう団体の事は先ず伝えない。 
尤もマスゴミの懲りない面々もソ連型ですから 
存在が知られると何かと都合が悪いのでしょう。┐(´д｀)┌ ﾔﾚﾔﾚ 
 
欺瞞に満ちた社会は是正されなくてはいけません。  

 

2010/09/07 14:44Commented by 花うさぎ さん 

To abusanさん こんにちは。  
 
>右派系（保守系）市民団体が増えていく事は良いことですな。 
 
はい、4-5年前には考えられなかった動きでしょう。 
 
>存在が知られると何かと都合が悪いのでしょう。┐(´д｀)┌ ﾔﾚﾔﾚ 
 
見事なくらいに無視してますね。左翼系市民運動家の話題はどうでも良いものまで報道

するくせに(^^；。  

 

2010/09/07 15:50Commented by ef5861ja さん 

>哲（韓国読み、チョル」が名前に付く人はかなりの確率で韓国・朝鮮系です。従って彼を

見始めた時から韓国・朝鮮系と思っていました。  
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こういった偏見を植え付けるような情報はどうかと思います。私は哲也という名前ですが、

先祖を見ても、わかる範囲では日本人です。こういうことを風潮すると、逆に規制強化の

根拠になりかねません。  

2010/09/07 17:01

Commented by iza1824 さん 

> こういった偏見を植え付けるような情報はどうかと思います。 
 
偏見を植え付けるような気持ちはさらさら有りませんし、そんな暇もありません

し悪趣味さも持ち合わせておりません。｛哲」の名前がつく人は韓国、朝鮮系の人が多い

と言ったまでです。三十数年前から仕事で韓国に行っておりますが、韓国の友人にも

「哲」の名がつく人が沢山います。日本人で「哲」の名前がつく人も多いかと思いますが、

その人が韓国、朝鮮系かどうかいちいち考えた事はありません。 

 
ただ民主党の福山哲朗議員はこれまでの発言内容から判断して、非国民と思っておりま

したのでそのように彼に対して述べただけです。他の「哲」のつく名前の方達に対する意

見ではありません。 

 
花うさぎさん、ご迷惑をおかけしました。  

 

2010/09/07 17:17Commented by tropicasso さん 

花うさぎさん、 

 
このエントリーで日心会という存在を知りました。 
矢張り、日本をこよなく愛する方々の団体は全てのディテールで格調がありますね。 

 
バグパイプの写真の左にある団体徽章というのでしょか、日の丸と桜の見事な配置。デ

ザイン的に優れていますね。とても綺麗です。 

 
それに引き換え民主党とかいう政党の党旗は地平線に昇る太陽の様な感じですが、しか

し、逆さ太陽が海面に投影されている様ですが、その縁が良～く見るとギザギザしていて

デザインの趣旨が何だかちっとも分かりませんね。 

 
PS) 阿比留さんが民主党の不明金支払明細みたいなのが匿名で新聞社へ送られてき

て・・・と書かれていますね。 

 
最近の勝敗分析では菅が猛追ということなので本当に面白い怨念勝負です。小沢が負け

たら、「菅さん、おめでとう！」何てことを言う玉じゃーないので、党を分裂し、一一コンビで

ならした公明党と結託する理由は十分あるでしょう。 

 
そうすると小沢新党＋公明党がキャスティングボードを握るかもしれませんね。それで反

日系小沢派＋自民リベラル派、反日系菅派＋社民＋枡添、自民党の保守＋た日＋創新

党＋民主の保守勢力でガラガラポンして欲しいですね。 

 
 

 

2010/09/07 18:29Commented by 花うさぎ さん 

To ef5861jaさん  
 
iza1824 さんのレス 
 
＞他の「哲」のつく名前の方達に対する意見ではありません。 

 
ということだそうですのでよろしくお願いします。 

 

2010/09/07 18:34Commented by 花うさぎ さん 

To tropicassoさん こんばんは。  
 
>バグパイプの写真の左にある団体徽章というのでしょか、日の丸と桜の見事な配置。デ

ザイン的に優れていますね。とても綺麗です。 

 
これはどの政党のマークよりも見事ですね。 

 
>その縁が良～く見るとギザギザしていてデザインの趣旨が何だかちっとも分かりません
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ね。 

 
あれはデザインセンスが最低、日本をギザギザにしてやる、みたいな悪意を感じさせます

ね。平気で国旗を切り裂く神経の持ち主ですし。 

> 
>PS) 阿比留さんが民主党の不明金支払明細みたいなのが匿名で新聞社へ送られて

きて・・・と書かれていますね。 

> 
>最近の勝敗分析では菅が猛追ということなので本当に面白い怨念勝負です。小沢が負

けたら、「菅さん、おめでとう！」何てことを言う玉じゃーないので、党を分裂し、一一コンビ

でならした公明党と結託する理由は十分あるでしょう。 

 
>自民党の保守＋た日＋創新党＋民主の保守勢力でガラガラポンして欲しいですね。 
 
この組み合わせで多数派を形成して欲しいとかねてから願っているわけです。反日グル

ープの本性をもっとダイレクトに判らせる方法が無いものですかね？  

2010/09/07 22:49Commented by 風来坊 さん 

花うさぎさん ご無沙汰です。 
私も、ねずきちさんのブログの愛読者です。先日は初めてコメントも書き込みました。あの

格調高さは間違いなく多くの日本人の心を打つことでしょう。 

 
tropicasso さんの情報によると、中田宏は「鄭 宏」との由。そのことは初耳ですが、なぜ

か彼は衆院議員の時から私の選挙区でして、その後横浜市長にもなったわけですから、

中田嫌いの横浜市民である私にとってはこの上ない不幸の連続でした。一言で言えば、

目立ちたがり屋の風見鶏。 
「細川護煕の主席秘書を務めた私、中田宏を是非とも衆院に送って下さい」というのが、

最初に衆院に立候補した時のヤツの街宣文句でした。その言葉に何と多くの横浜市民が

騙されたことか。  

 

2010/09/08 06:14Commented by 花うさぎ さん 

To 風来坊さん おはようございます。  
 
>あの格調高さは間違いなく多くの日本人の心を打つことでしょう。 
 
はい。本来なら政治系ではなく教育とか歴史のジャンルのブログでしょうね・。 

 
>一言で言えば、目立ちたがり屋の風見鶏。 
 
そうなんですか、あまり地元で人気がない、とも聞きましたが？ 

 
>その言葉に何と多くの横浜市民が騙されたことか。 
 
「気をつけよう、甘い言葉と…」ってことでしょうか？。  
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