武力によって竹島を不法占
拠し続けている朝鮮が︑今度
は対馬に魔の手を伸ばしてき
ている︒長崎県対馬市の不動
産が朝鮮人に買い占められ︑
朝鮮半島からは年間九万人の
下品な観光客が訪れ︑我が物
顔で島を闊歩している︒その
数は島民の三倍近くになると
いう︒ある飲食店経営者によ
ると﹁店内にツバを吐いたり︑
無銭飲食されたこともあった︒
スーパーなどでは集団で万引
きされたという話も聞いた︒ 本書記にも登場する歴とした
酔って﹃竹島と同じで対馬も 日本固有の領土である︒その
韓国のものだ﹄と叫ぶのを何 対馬の不動産をあろうことか
度も聞いた︒ウチは絶対に韓 朝鮮人が買いあさっている︒
国人は受け入れない﹂と反発
対馬は古代より支那大陸と
している︒また観光客の出入 の交流があり︑外交上の要所
りをチェックしている観光物 であると同時に防衛の最前線
産事務所は﹁添乗員もガイド 基地であった︒だが現在︑大
も韓国人なのが問題だ︒彼ら 八洲国の防衛の要衝であった
は日本語を正確に理解できな 防人の島・対馬は朝鮮人に席
い者が多いし︑何より正しい 捲され︑日本人が気づかない
歴史教育を受けていないから うちに︑朝鮮人による乗っ取
誤った説明をする︒そのため り計画は着々と進行し︑深刻
観光客は間違った印象を持っ な危機に直面している︒
たまま国へ帰って行く︒旅行
自衛隊基地の隣接地も
会社の社員の中には﹃対馬は
こうした状況を島の人々は
韓国の領土だ﹄と断言する者 心底危惧している︒中でも︑
もいる︒これが一番の問題だ﹂海上自衛隊に隣接する土地が
と苦々しい顔で語っている︒ 韓国資本に買収されたことに
本土から遠く離れた対馬に住 ついては強い不安と危機感を
む﹁日本人﹂の悲鳴が聞こえ 募らせている︒この土地は旧
てくるようだ︒
大洋漁業系の真珠の加工工場
対馬乗っ取りを企む朝鮮人 だったが︑真珠養殖業の衰退
風光明媚な観光地としても で平成十四年に工場を閉鎖し
知られる対馬は︑古事記や日 ている︒海自の基地に隣接し

ているところから自衛隊に買
って貰うよう話を進めていた
が︑先延ばししているうちに
昨年の夏︑島民名義のまま朝
鮮企業が買い取ってしまい︑
現在は百パーセント朝鮮資本
のリゾートホテルに様変わり
している︒このリゾートホテ
ルのオーナーは釜山に住む畜
産会社社長で知り合いの島民
の名義を借りて３千坪を五千
万円で購入し︑二億五千万円
の経費をかけて戸建の宿泊施
設を十棟建築したという︒こ
のホテルの敷地内には平成二
年︑天皇︑皇后両陛下が長崎
県を行幸の折︑真珠工場にお
立ち寄りになったことを記念
した﹁行幸記念の碑﹂が宿泊
施設に挟まれるように鎮座し
ている︒地元住民は﹁自衛隊
の動向がいつも監視されてい
るような気がする︒買い戻そ
うという声が上がったことも
あるが︑一度手に入れたもの
を手放すはずがない︒今更︑
手の打ちようはないが︑せめ
て両陛下の記念碑だけは市が
引き取るなど何らかの対処を
して欲しい﹂と訴えている︒
朝鮮人はホテルや民宿だけ
でなく︑飲食店や釣り宿︑バ
ンガローまで経営しているが
土地の名義や経営者の名前が
島民となっているため︑対馬
市役所も最近まで気がつかな
かったという︒
一部情報によると︑買い占

めは二十年ほど前から始まり
当時は創価学会関係者が札束
をちらつかせて買いあさって
いたが︑ここ数年は朝鮮資本
が進出し︑民宿だけでも島全
体ですでに十五軒が買収され
今後さらに増え続ける模様で
ある︒このままでは風光明媚
な防人の島がハングルに染ま
ってしまうことだろう︒
脳天気な首相の発言
麻生内閣が発足して二ヶ月
が経過した︒史上最悪の支那
傀儡宰相が退陣した後だけに
首相に期待するものは大であ
った︒ホテルのバー通いも明
日への活力となるのなら目く
じら立てることもないと思う
し︑カップラーメンの値段を
知らなくても日本を正しい方
向へと導いてくれれば良いと

思う︒しかし︑これまで述べ
てきたように︑対馬が朝鮮人
に乗っ取られようとしている
危機的な状況下において首相
は宰相としての資質に欠ける
発言をしている︒先月のぶら
下がり会見で︑朝鮮人が対馬
の土地を買い占めていること
について意見を求められると

﹁土地は合法的に買っている︒が出るまで︑問題を放置する
日本が︑かつて米国の土地を とも受け止められる答弁を行
買ったのと同じで自分が買っ った︒これは自民党の山谷え
たときは良くて︑人が買った り子参院議員の質問に答えた
ら悪いとは言えない﹂と述べ︑もので︑安全保障や領土問題
まったくと言っていいほど危 という国家観を欠き︑島民の
機意識が欠如した脳天気なこ 安全を軽視した不謹慎極まり
を言っている︒合法的だろう ない発言である︒
が︑そうでなかろうが︑この
対馬がおかれている現状に
まま買占めが進めば︑対馬は 対して︑首相や官房長官︑官
早晩竹島と同様に朝鮮人に不 僚どもが︑このようにずれた
法占拠されることになってし 認識しか持っていない今︑何
まうだろう︒
よりも大切なことは日本人の
筆者は福田ポン助退陣を受 すべてがこの問題に共通の危
けて︑麻生太郎首相が誕生し 機感を持ち続けていくことで
た時︑大いに期待したが早く ある︒
もその期待は音を立てて崩れ
朝鮮人が島民名義で買収し
てしまった感がある︒
た土地を没収し︑買占め防止
のための法整備をして対馬を
元の﹁日本の対馬﹂に戻し︑
釜山と対馬の直行便を廃止し
て朝鮮人を対馬から追い出し
た上で︑安全保障上の要衝で
ある﹁防人の島・対馬﹂を国
家が断固たる覚悟をもって守
らなければならない︒さもな
ければ︑朝鮮人に不法占拠さ
れている竹島の窮状を打破す
ることはできないし︑北方領
土の奪還は﹁夢のまた夢﹂に
終わってしまうことだろう︒
編集人・ 戸出蒼流
追記 対馬が危ない ことは
産経以外のメディアがまった
く取り上げていないことから
初耳の方も多いのではないか
と思います︒拙文が少しでも
お役に立つなら幸甚です︒
この問題については例によ
って外務省も静観の構えで﹁
合法的な取引について︑政府
として何か言う立場にない︒
規制できるものかどうか分か
らない﹂という極めて国民感
情から乖離した戯けたスタン
スをとっている︒
また河村建夫官房長官は二
十日の参院内閣委員会で﹁具
体的な動きが出たら対策を考
える﹂と述べ︑国防上の被害

今国会で国を売るのではな
いかと見紛うような法案が提
出され議論が噴出している︒
問題となっているのは国籍法
を変えようとする法案で︑こ
の法案は本年六月﹁現行国籍
法の三条一項が憲法によって

定められている法の下の平等
に反する﹂と最高裁が違憲判
決を下したことに端を発して
いる︒これを受けた自民党政
務調査会は︑紅の傭兵こと河
野洋平の息子の太郎を座長と
する﹁国籍問題プロジェクト
チーム﹂を編成し︑同チーム
は座長私案を叩き台とした法
案を提出した︒すでに自民・
民主両党は同法案を今国会の
会期末までに成立させること
で合意している︒
法案によれば︑婚姻関係の
無い外国人女性との間にでき
た子供に対して︵実際にそう
であるか疑わしくても︶父親
とされる日本人男性が認知さ
えすれば誰にでも日本国籍を
与えることができるようにな
っている︒例えば色が真っ黒
で尻尾が生えているような発
展途上国の人間や支那人︑朝
朝人でも容易に日本人になる

ことができてしまうのである︒有志議員三十二名が﹁国民の
具体的にこの法案の何処が問 不安が払拭されるまで徹底的
題かというと⁝
な審議を求める﹂と法務委員
①ＤＮＡ鑑定等の化学的根拠 長に申し入れた︒また十七日
が不要なので簡単且つ無制 には超党派の議員がこの問題
限に日本国籍の取得が可能 を検証して徹底審議を申し入
となる︒
れているが楽観視できない︒
②現在︑二十歳未満であれば
斯くなる上は実力行使しか
日本国籍が取得できる︒
ないが︑まさか国会に殴り込
③虚偽申請の罰則︵二十万円 む訳にはいかない︒国民の一
以下の罰金︑一年以下の懲 人一人がこの法案が成立した
役︶が軽すぎて抑止力とな ら︑私たちの愛する日本の終
らない︒
焉の始まりと思い左記事務所
④判断基準が自己申告と聞き へＦＡＸを送りつけ︑国民の
取り調査だけなので虚偽の 意思を明確に示さなければな
申請を見抜くのが難しい︒ らないと考える︒
また同法案が成立したら⁝
麻生太郎国会事務所ＦＡＸ
①人身売買︑児童買春などの
〇三・三五〇一・七五二八
悪質な犯罪の温床となる危
このところの政界を凝視す
険性が高くなる︒
ると︑いったい日本はどうな
②スパイ防止法の無い日本に ってしまうのかという懸念が
おいて治安の悪化とともに 生じてくる︒与野党ともに党
国防を脅かす恐れが大とな 利党略に走り政策よりも政局
る︒
を優先している︒政治家の心
③真面目に納めてきた税金が 得として﹁由らしむべし︑知
虚偽申請によって国籍を取 らしむべからず﹂という論語
得した者や︑その家族の生 の有名な一節がある︒本来の
活を保護するために使われ 意味は﹁国民に懇切丁寧に説
てしまうこととなる︒
明しても理解を得られないこ
以上のような様々な問題を抱 ともある︒しかし﹃あの人に
えている改悪法案の成立は断 ついていけば安心だ﹄と頼り
固阻止しなければならない︒ されるようになるべきだ﹂と
同法案を閣議決定した際に いう意味だが︑どうやら国会
サインした閣僚の一人が後日 議員は﹁国民には政治の内容
無所属の平沼赳夫衆院議員に など知らせる必要はない︒つ
何とかならないか と泣きつ いて来させれば良い﹂と履き
いたように︑国会では懸念が 違えているようだ︒嘆かわし
広がり︑十四日には自民党の いばかりだ︒
編集人
｢

｣

｢

｣

