米国で石原節が完全復活し 言える︒
うことは︑万人の認めること ﹁尖閣は日米安保の適用範囲
た︒慰安婦問題から核保有ま
米国東部時間の五月十七日 だが︑ここまでハッキリと口 である﹂と繰り返し明言して
で国会議員が口ごもる直言が 石原知事は︑ニューヨークで にするとは痛快無比である︒ いるが︑米国に対する不信感
相次いで飛び出した︒相変わ の講演で前述の発言をした︒ 支那の混乱と台湾・尖閣有事 が完全に払拭したわけではな
らず脅し文句は痛快無比であ 都知事の一撃は慰安婦問題に ﹃二〇一一年中国バブル崩壊 い︒
る︒中でも怒濤の中共批判は︑留まらず︑弱腰なヒル次官補 説﹄が一部の識者の間で囁か
都知事の言うように︑五輪
胸がすく思いだ︒
にも及んだ︒
れているが︑石原知事と英国 という宴の後に支那国内に混
六ヶ国協議に見る米国の限界 エコノミスト誌のエモット編 乱が起きれば︑支那共産党軍
﹁北朝鮮の核を巡る六ヶ国協 集長は︑支那の経済は北京五 が尖閣や台湾に侵攻すること
議で︑米国の対応は曖昧であ 輪の直後に崩壊するとの見方 が俄かに現実味を帯びてくる
り︑我々はアメリカを信用で をしている︒北京五輪という ︒特に台湾においてはその危
きなくなっている︒北朝鮮と 祭りの後で経済が破綻となる 険性は大であると思うが︑中
中国はとてもややこしい関係 と︑支那共産党は政権の命運 共軍が台湾侵攻に踏み切るか
である︒アメリカの外交力で を賭けて台湾や尖閣侵攻にで 否かは識者の間では意見が分
は簡単には捌けないだろう︒﹂ る可能性が大となる︒支那の かれている︒各々の﹁対支那
曖昧路線イコール柔軟姿勢 暴挙が現実となった時﹁米国 観﹂が百八十度異なるからで
に対する痛烈な批判である︒ がどれだけ日本の防衛に責任 ある︒支那に対して友好的な
高濃縮ウランを棚上げにした をもってくれるのか極めて疑 国会議員や識者は︑支那が台
米国のダブルスタンダードに 問だ﹂と知事は日米同盟の崩 湾侵攻を﹁解放﹂と位置付け
苛立ちを隠さず米国の外交力 壊を危惧している︒日本が軍 ていることを再認識しなけれ
の限界を指摘している︒また 事的危機に晒された時︑いつ ばならない︒侵略ではなく解
ヒル次官補が支那の頭越しに までもアメリカが守ってくれ 放と嘯く支那共産党の﹁衣の
北朝鮮と交渉したことが混乱 ると思ったら大間違いである︒下の鎧﹂を見落としてはなら
に拍車をかけたとも指摘して 米国を信じている人は︑十一 い︒
いる︒事実︑米国は支那と北 年前の出来事を思い出してい ﹁七千万人を殺してはばから
朝鮮の舵取りで大きな過ちを ただきたい︒
ない毛沢東を国父と仰ぐ共産
犯している︒知事は講演後の
一九九六年︑モンデール駐 主義政権に︑三千人のイラク
記者会見で﹁北朝鮮は約束を 日大使は﹁尖閣諸島の紛争で 兵の死亡が政権を揺るがす米
履行していない︒米国は手玉 日米安保は発動されない﹂と 国は対抗できない︒仮に米中
にとられている︒米国は国力 明言して物議を醸したことが 戦争となった場合︑アメリカ
の限界を感じているのではな ある︒石原知事を始めとする は絶対に中国に負ける﹂
いだろうか﹂と語っている︒ 真の日本の政治家は激高して
人間の生命に対する価値観
イランに対して武力行使も モンデール発言を猛批判した︒など全く持っていない支那は
視野に入れている米国にとっ その結果︑モンデールは更迭 何の憂いもなく戦争を始める
て︑北朝鮮には容易に正面突 されたが︑当時のクリントン ことができる︒そして戦火が
破できないもどかしさがある︒民主党政権は︑一年半もの間 拡大すればするほど︑生命の
軍事力をバックにしないと米 新任大使の就任を拒絶し続け 価値にこだわる米国は支那に
国の外交は迫力を欠いてしま たことがある︒米国はその後 勝てないだろう︒頼みの綱の
﹁戦争中に軍がそういう女性
たちを調達した事実はまった
くありません︒ただ︑便乗し
て軍にそういうものを提供す
ることを商売にした人間はい
ましたな﹂
予てより小紙は﹃従軍慰安
婦など存在しない︑いたのは
追軍売春婦だ﹄との主張を展
開してきたが︑我が意を得た
りの念を強くした︒慰安婦に
関する知識が乏しく︑単細胞
の米国人を納得させるには︑
長々と歴史講釈を述べるより
ストレートな言い方がベター
である︒米国でマイク決議案
が迷走する今こそ日本の国会
議員がカウンターパンチを浴
びせる好機である︒そういう
意味で︑知事の発言はまさに
グッドタイミングであったと

米国が支那に対抗できないと
今後の日米同盟の行方を占
なると︑日本の進むべき道︑ う意味で対支那認識は実に重
取るべき手段は何なのか︑知 要なファクターとなる︒仮に
事が明確な答を出している︒ ポスト・ブッシュが民主党政
日本核武装と日米同盟の行方 政権になった時︑日米同盟は
ニューヨークの講演で知事 黄昏時を迎えることとなるだ
は︑周辺地域有事の際に米国 ろう︒米民主党は通商分野で
が本気で日本の防衛を考える のスタンスは反支那であるが︑
か否かを危惧したうえで
軍事面では明らかに及び腰で
﹁駄目なら駄目で日本は自分 あり︑尖閣・台湾に暗雲が立
で自分を守る努力をします︒ ち籠めても二の足を踏むだろ
それはアメリカが懸念してい う︒支那からすれば︑その隙
る核保有につながるかも知れ に付け込むことは容易いこと
ませんね﹂と述べている︒こ である︒これは極めて現実に
の発言は︑米国が最も耳にし 近い仮定である︒
たくないパンチ力のある言葉
支那に阿る政治家や評論家︑
である︒
マスコミ関係者は︑
﹁︵支那は︶
日本核武装論は︑発言する 七千万人を殺してはばからな
こと自体に重大な意味を持つ︑い毛沢東を国父として仰ぐ共
自民党の幹部クラスが発言を 産主義政権である﹂という石
控える中で︑知事の直言は極 原都知事の核心をついた直言
めて痛快で効果的である︒核 を耳を澄まして聞くべきであ
保有をほのめかすことは米国 る︒支那を平和主義国家とす
に留まらず︑特定アジア諸国 る妄想は排除して﹁平然と七
に対する強い牽制となる︒ア 千万人を殺す危険国家﹂であ
メリカにとって日本の存在感 ることを認識しなければなら
が 軽 く な り つ つ あ る 今 日 ︑ ア な い ︒ 未だ に 支 那 に 甘 い 幻 想
メリカの軍事力をあてにしな を抱く日本国民は直ちに甘す
いで自分の国は自分で守ると ぎる幻想を払拭しなければな
いうことを真摯に議論しなけ らない︒支那が牙を剥く時は︑
ればならない︒そのためには すぐそこまで来ているのだか
核保有論議は避けては通れな ら・・・︒
い道である︒
編集人・戸出蒼流
﹁日米関係の将来に大きな意
味を持つのは︑中国をどう認
お詫び
識し︑評価するかだ︒それを 前号に続いて発行が遅れて
誤ると取り返しのつかない事
しまいましたことを心から
になる﹂
お詫び申し上げます︒

日本から輸入した新幹線を てくるであろう︒
民度の低い国民︑水質汚濁
弾丸列車と呼び︑営業を開始
世界から伝わる支那がらみ 大気汚染︑毒野菜︑化学物質
してから一ヶ月が経過したそ の情報には︑呆れ返ったり︑ 入り食品︑毒薬︑産業廃棄物
うだ︒その弾丸列車が検査の 思わず吹き出したりするニュ 入りヌイグルミなど何一つ良
ために検査場に戻ってきたと ︱スが多いが︑その最たるも い材料はないのだから︑潔く
ころ︑水道のセンサー式蛇口 のがオリンピック開催である︒五輪開催は諦めるべきだ︒こ
や緊急脱出用のハンマー︑便 本当に五輪をやるつもりなの んなことでは︑外国からの選
座の温度調整つまみなどが取 だろうか？ 今からでも遅く 手や観光客は支那入国を躊躇
り外されていて︑約百人の作 ない︑開催を断念して﹁特定 うようになる︒
業員たちは頭を抱えたという︒アジア大運動会﹂でも開いて
支那にはこれからも呆れ返
この列車は誰でも乗れるよ 偽造した金メダルの奪い合い れ返るようなネタを提供して
うなものではなく︑それなり でもやるのが分相応というも 全人類を爆笑させてくれるこ
の富裕層に限られている︒そ のだ︒
とを期待する︒
編集人
れにも関わらずこの有様では
支那人全体の民度の低さは︑
韓国人に勝るとも劣らないと
五月二十八日午後０時半頃︑赤坂の議員宿舎の自室で
断言できる︒こんな国が新幹
松岡利勝農相が首を吊っているのを
線を走らせるなど百年早い︑
秘書らが見つけ一一九番通報した︒
愚民共を再教育する方が先決
救急隊員らが駆けつけた時には既に
ではないのか︑もっとも教育
心肺停止状態で︑搬送先の慶応病院
する側がモラルの欠片も持ち
で同日午後二時死亡が確認された︒
合わせていない破廉恥な連中
農相の自殺に関し﹁ひぐらし﹂関
ばかりだから︑不可能な話だ
係者から多数のメールが届いた︒
ろう︒
﹁様々な疑惑が有る中︑何の説明責任も果たさずに人間
今回盗まれたものは車内の
として最悪の行為である﹃自殺﹄という方法で逃げた卑
トイレの部品などだが︑次は
怯者としか思わない︒ありもしない事務所費や光熱水費
もっと重要な部品が盗まれて
を計上した会計と同様に人生も﹃架空 ﹄だ っ たのだろ う ︒
安全運行に支障をきたし︑事
﹃ナントカ還元水﹄は︑どうやら脳に良くない水だった
故が起きる危険性は大である︒ ようだ﹂︵取材部長・加藤︶
支那政府は国民に︑弾丸列車
﹁再チャレンジを謳う内閣から自殺者が出たことを皮肉
が日本の新幹線を導入したも
に思う︒死をもって責任を取ろうとしたのか︑逃げよう
のだとは知らせず︑あたかも
としたのか知る由もないが︑遺書に解決の糸口が残され
自前のものだと言わんばかり
ていることを祈る﹂︵編集部・吉田︶
である︒ただし︑それは事故
﹁死をもって幕引きを図ったならば政治家として無責任
が起きなければの話であって
過ぎる︒政治家に限らず責任の取り方を自殺で済ますこ
事故が起これば︑日本の新幹
とには同情の余地がない﹂︵ひぐらし友の会・秋山︶
線を導入したものだと公表し
色々な意見がある中︑編集人からひと言﹁浜の真砂は
て︑得意の謝罪や賠償を求め
尽きるとも︑世に政治家の疑惑は尽きまじ﹂

