ひ ぐ らし編集部員三名︑取材部員四名︑一般読者五名の
※このニュースは国外の出来
計十二名が一位から十位を列記し︑一位十点︑二位九点
事とするべきでしょうが︑
三位八点・・・十位一点として︑その総得点により順位
遅々として進まない拉致問
を決定しました︒赤字部分は本誌編集人によるものです︒
題と共に北朝鮮のミサイル
発射と核実験は︑日本に及
︻第一位・百十九点︼
砕し︑不逞の輩から皇室と日
ぶ影響が甚大であることか
悠仁親王殿下御生誕
本を守ってくれたのである︒
ら敢えて国内のニュースと
﹁奉祝 悠仁親王殿下御生誕﹂ して取り上げました︒
このひと言に尽きる本年最高 ︻第三位・六十六点︼
の明るいニュースである︒
小泉首相靖国神社参拝
悠仁親王殿下の健やかな御
日本の現役首相が︑この特
成長を心から御祈念申し上げ 別な日に靖国神社を参拝した
ます︒
のは昭和四十年当時の中曽根
十二人中十一人が一位とす 首相以来︑実に二十一年ぶり
る文句なしの第一位である︒ のことである︒この二十一年
︻第二位・六十九点︼
の間に日本人は誇りを失い︑
北朝鮮ミサイル発射と核実験 支那や韓国に対して土下座と
狂気の独裁者金正日が核実 謝罪の外交を続けてきたが︑
験を行ったのは十月九日のこ 前首相の参拝はそれらに終止
とである︒これは国際社会へ 符を打つ布石となった︒
の挑戦と人類への背徳行為で
異論反論を承知で言わせて
あり︑金正日は越えてはなら 戴くが︑国家の精神の世界に
ない一線を越えたのである︒ おいて︑この日小泉純一郎は
この三ヶ月前の七月五日︑ 曲がりなりにも公約を果たし
夜もまだ明けやらぬ午前三時 たのである︒惜しむらくは五
三十二分︑独裁者の放った一 年前の参拝からこの特別な日
発のミサイルは︑正に惰眠を に昇殿参拝をするべきであっ
貪っていた日本政府と日本国 たが︑御英霊が命をもって護
民に大きな衝撃を与えた︒
りし大和島根と大和民族の誇
ここで七月に発行した小紙 りは辛うじて維持されたと言
の臨時増刊号の記事の一部を えるのではないだろうか︒
引用する︒
﹃正気を失った金正日の宣戦
布告に対する攻撃の準備を整
え よ ︒ 太 平 の 美 酒 に 酔 い幻 想
を追い求めていた時代は終焉
を迎え︑六十年間の呪縛を取
り除く時は来た﹄
九月六日午前八時二十七分
日本中に歓声がこだまし︑喜
びに満ち溢れた朝が来た︒全
ての日本人が︑一日千秋の思
いで待ち望んだ日嗣の皇子が
お生まれになられた︒
小泉前首相の意を受けた有
識者会議は︑日本人の誇り︑
世界の奇跡とも言える﹁万世
一系の皇統﹂を破壊し︑女系
天皇を容認する報告書を提出
した︒これはまさに百二十五
代にわたり連綿と受け継がれ
てきた皇室の歴史と伝統を破
壊し︑皇統を断絶せしめんと
する暴挙であった︒このまま
進めば女系天皇が容認される
由々しき事態が危惧された︒
しかし︑八百万の神々は日本
と日本人を見捨て給うことは
なかった︒
九月に吹いた神風は有識者
会議の野望を木っ端微塵に粉

︻第四位・六十一点︼
虐めによる自殺相次ぐ
十月に自宅倉庫で首吊り自
殺した福岡県の中二のケース
は教師の軽率な言動と陰湿な
虐めが原因だった︒不名誉な
だ名をつけられた上︑少年は
信頼していた教師からもから
かわれるようになった︒教師
の言動は同級生の虐めを助長
し︑悩みに悩んだ少年は死を
選択してしまった︒
虐めによって自殺した少年
少女を傷つける心算は毛頭無
いが︑自殺は現状からの逃避
にしか過ぎない︒世間には生
きたくても生きられない人も
いる︒六十一年前には御国の
為に尊い命を捧げ散華した青
少年がいたことを忘れてはな
らない︒
死んで花実がなるものか
︻第五位・五十七点︼
王ジャパン初代世界王者

｢

｣

米国で開催された﹁第一回
ワールドベースボールクラシ
ック﹂の決勝で︑日本は強豪
キ ュ ー バ を 十 対 六で 退 け て ︑
初代王者に輝いた︒この日は
奇しくも靖国の桜が花開いた
三月二十一日であった︒回答

を寄せた十二人のうち︑一名が 代内閣総理大臣に選ばれ︑自民 親もいるが︑一方では世間の荒
このニュースを一位としている︒公明による連立内閣を発足させ 波の中を女手ひとつでわが子を
︻第六位・五十五点︼
た︒顔ぶれを見ると︑党内基盤 守り健気に生きている母親もい
イナバウアー世界を制す
を安定させるため総裁選で功績 る︒どちらの母親も自分の意志
のあった派閥やグループに配慮 で子供を生んでいるのだが︑子
していることは否めないが一方 は親を選んで生まれてきたので
では首相に政治信条が近いメン はない︒
バーを積極的に起用している︒
今わの際で子供たちの脳裏を
発足して三ヶ月︑ここにきて 過ぎったものは何だったのか？
郵政造反組の復党問題や政府税 優しかったあの頃の母の温もり
調会長の辞任問題などでリーダ に違いない︒一体誰がこの幼い
ーシップの欠如が囁かれている︒子供たちの菩提を弔うというの
二月二十四日早朝︑トリノか 保守期待の星として登場した安 だろうか︑そう思うとこの子供
らの朗報に日本中が歓喜の坩堝 倍首相の奮起が期待される︒
たちが不憫でならない︒ 合掌
と化した︒イタリアのトリノで ︻第八位・四十九点︼
︻第九位・四十二点︼
開催された冬季五輪で荒川静香 秋田連続児童殺害事件
ヒルズから拘置所へ
は︑メダル獲得数ゼロの危機を
四月十日午後︑秋田県藤里町
一月二十三日﹁時代の寵児﹂
救い︑五輪フィギュア史上アジ の小一女児が死体で発見され︑ ﹁ＩＴの申し子﹂などと持ては
ア人として初めて世界の頂点に 警察はこれを水死と断定した︒ やされたライブドア社長の堀江
立った︒テレビの実況を見てい
その約一ヵ月後の五月十八日 貴文︑通称ホリエモンが証券取
て︑まさに早起きは三文の得を 前日から行方不明になっていた 引法違反容疑で逮捕された︒
実感した朝だった︒
藤里町の小一男児が隣の能代市 ﹁人の心は金で買える﹂と嘯く
︻第七位・五十点︼
で他殺体となって発見された︒ 堀江の金銭哲学は一部の人間に
安倍内閣発足
その後の捜査により︑被害者 は適用されるだろうが︑万人に
と顔見知りの近所に住む三十三 言えることではない︒金で買っ
才の女性が逮捕された︒容疑者 た人心は﹁金の切れ目が縁の切
の女性が顔見知りというだけで れ目﹂となることが堀江には理
なく︑四月に水死したとされた 解できなかったようである︒事
女児の母親だったことが分かる 実証人として出廷したライブド
と人々は大きなショックを受け アの元幹部たちは一様に堀江に
た︒さらに四月の水死もこの容 不利な証言をしている︒
疑者による殺人事件であったこ
今月二十二日︑論告求刑公判
とが判明した︒
が東京高裁で開かれ︑検察側は
九月二十日に行われた自民党
今年は秋田県の連続児童殺害 ﹁被告人の法廷供述はその場し
総裁選で麻生太郎外相︑谷垣禎 事件のように子供が犠牲となる のぎで場当たり的なウソ︒反省
一財務相を大差で退けた安倍晋 事件が相次いだ︒
は皆無﹂などと厳しく非難し︑
三官房長官は二十六日午後︑衆
我が子を手に掛けたり︑見殺 懲役四年を求刑した︒同法違反
参両院の首相指名投票で第九十 しにしたりする鬼畜のような母 容疑では過去最高といわれ︑実

が奪われたり︑生活苦で自ら
命を絶つ人もいた︒
口には出さないが皆何らか
の形で胸を締め付ける哀しい
思いを背負って生きている︒
中でも愛別離苦の苦しみは︑
言葉では言い尽くない︒
絶たれた命を悲しんだ人や
逆に新しく生まれた命を喜ん
だ人も多くいる︒命をもう一
度良く噛み締めたいものだ︒
来年こそは明るい話題の多
い年であって欲しいと願う︒
編集人・戸出蒼流

刑もありうる厳しい求刑に堀江 合で︑早実が四対三で駒大苫小
は苦笑いを浮かべて虚勢を張っ 牧を下し初優勝に輝いた︒
ていたが﹁想定外の求刑﹂に内
大会中︑早実の斉藤投手が青
心は穏やかではないようだ︒
いハンカチで汗を拭う姿が人気
︻第十位・三十八点︼
を集め全国に﹁ハンカチ王子﹂
引き分け再試合で早実初優勝
のブームが起きた︒
敗れた駒大苫小牧の田中投手
も悪びれた様子はなく清々しさ
だけが残った︒二人の高校球児
に比べ︑ボクシング界で話題に
なっている兄弟の愚劣で下品な
言動は見るに耐えない︒
紙面冒頭で述べました様
に︑この順位は少人数によ
るもので︑マスコミや読者
諸兄の意見とは異なるもの
があると思います︒
来年はさらに多くの方々
の意見を反映させて充実し
た内容のものとする所存で
す︒

第三十八回全国高校野球選手
権大会の決勝戦が八月二十日︑
南北海道代表の駒大苫小牧と西
東京代表の早実の間で行われ︑
延長十五回の激闘の末︑一対一
の引き分けとなった︒三十二年
ぶり二度目となった翌日の再試

この一年の世相を表す漢字は
命 に決定した︒悠仁親王殿下
の御生誕は日本中を奉祝一色に
染め国民は欣喜雀躍した︒
一方で虐めによる自殺が相次
ぎ︑飲酒運転による死亡事故も
社会問題化した︒虐待で幼い命
｣
｢

