第一位
厳しさを増すばかりとなって 終いに彼の制を受けるに至ら
福田退陣︑麻生内閣発足
いる︒マスコミが指摘するよ ん﹄文中の主語を麻生首相に
九月一日﹁あなたとは違う うな失言は物の数ではない︒ 彼を支那に置き換えてみると
んです﹂と︑流行語大賞にも 問題は政策のブレや先日行わ 良く分かる︒要するに﹃麻生
ノミネートされたひと言を残 れた日支朝の首脳会談におけ 首相が︑支那の軍事力に恐れ
して退陣した福田首相の後継 る外交スタンスにある︒朝鮮 をなして︑自分の主義主張を
を決める自民党総裁選におい との友好関係など︑ペーだか 曲げてまで支那の言うがまま
て︑麻生太郎幹事長が︑与謝 プーだか知らないが朝鮮の河 に従えば︑日本は世界中から
野馨︑小池百合子︑石原伸晃︑原乞食にのぼせ上がっている 軽蔑され︑最後には支那の属
石破茂の四氏に圧倒的な差を ババア共の世界だけで結構だ︒国となってしまうだろう﹄と
つけて大勝し︑第二十三代総 ましてや散散煮え湯を飲まさ いうことだ︒
裁に選出された︒二十四日に れ続けている支那との互恵関
首相がこの一節を深く心に
は第九十二代内閣総理大臣に 係などあり得ない︒
刻み込んで︑支那に阿る党内
選出された︒前任者が史上希
カップラーメンの値段など 反乱分子と公明党を排除した
知らなくても良い︒首相には とき︑国民は喝采を博して首
大所高所から国民の生活と日 相を称賛し︑新生麻生太郎が
本の現状を見据え︑国家と国 誕生することとなるだろう︒
民を正しい方向へと導いても 第二位
らいたいものだ︒それが日本 大規模な金融危機世界を襲う
国のリーダーである内閣総理
昨年七月のサブプライム問
大臣の責務であると思う︒
題に端を発した米国発の金融
注目される衆院選は︑いつ 危機は︑一年を経て強大な魔
行われるのか？巷間伝えられ 物となって世界を震撼せしめ
るところによると︑一月の通 ている︒本年九月には米国第
常国会冒頭か桜の咲く頃が本 四位の大手証券会社のリーマ
命のようだが︑遅くとも任期 ンブラザーズの破綻の影響に
切れとなる九月には必ず行わ よりＮＹダウは五〇〇ドル以
れる︒僭越ながら︑麻生首相 上も下落し︑日本の株式市場
が支持率を上げ︑選挙に勝つ も年初来の安値を更新した︒
ための秘策に通じる﹁明治の 十月二十七日には急激な円高
英傑・西郷南洲翁﹂の遺訓を で株価が急落し︑五年六ヶ月
献上したい︒
ぶりにバブル後の最安値を更
南洲翁の遺訓は小紙第四十 新した︒翌二十八日には二十
九号に掲載したが改めて引用 六年ぶりに︑一時七〇〇〇円
することにした︒
を割り込んだ︒
﹃彼の強大に畏怖し︑円滑を
麻生首相は三十日の記者会
主として︑曲げて彼の意に従 見で︑世界的な金融危機に対
順するときは︑軽蔑を招き︑ 応するための追加景気対策を
に見る媚支那朝鮮の福田ポン
助だっただけに︑筆者は安倍
元首相が成し遂げられなかっ
た﹁アジアの盟主﹂としての
日本の地位を確立してくれる
ことと︑内心期待するところ
大であった︒
就任から三ヶ月が経過した
現在︑首相を取り巻く環境は

発表し︑景気対策を優先する
立場から︑当初必至と見られ
ていた年内の衆院解散を先送
りすることを表明した︒その
後の首相の対応をみると批判
は免れない︒だが︑本当に問
うべきことはマネーゲーム経
済の是非で︑人類はこれから
もこのままで良いのかという
点だ︒金融資本主義は恐ろし
ほどの勢いで世界経済を左右
してきた︒このマネーゲーム
を推進してきた米国追随の経
済政策をとった張本人は︑小
泉政権下で金融経済財政大臣
を務めた竹中平蔵である︒
竹中は二〇〇三年二月の閣
僚懇談会で上場投資信託を﹁
絶対儲かるから買いなさい﹂
と言ったり︑前年の十月には
大銀行が倒産するようなこと
になっても政府は手を差し延
べない︑といった趣旨の発言
をして日経平均株価を暴落さ
せたことがある︒

金融システムの安定に責任
を持つ担当相として思い上り
も甚だしく︑軽率極まりない
発言だ︒竹中のとった政策は
勝者がすべてを奪い︑敗者を

徹底的に叩きのめし︑復活の道 された︒二月になると福島や大
を閉ざすものだ︒
阪でも被害が発覚した︒
金が金を生み︑人々は金儲け
日本に毒ギョーザを売りつけ
に躍起になる︒米国が日本国内 ておきながら︑支那は生産過程
の仕組みを変え︑大型店舗が郊 でメタミドホスが混入した可能
外に立ち並び︑週末になると買 性は全くないとの見解を示し︑
い 物 客 が 押 し 寄 せ る 光 景 は 日 常 賠 償 請 求 の 検 討 を 始 め たが ︑ 八
茶飯事となった︒その裏では中 月になって︑支那国内で同じ製
小の店や地元商店街が閉店を余 造元である天洋食品の冷凍ギョ
儀なくされ︑人間関係と町の佇 ーザを食べた支那人が中毒症状
まいも変えてしまった︒人々が を起こしたことが判明し︑支那
目を覚まし︑貧しくても額に汗 政府はこの事実を認めたが︑農
して真面目に働くようにならな 薬混入の経緯は未だに解明され
ければ偶は繰り返されることと ていない︒
なるだろう︒
支那産毒食品はギョーザだけ
第三位
に留まらず︑冷凍インゲンや卵
支那産毒ギョーザで中毒
などを使った加工食品からも毒
一月三十日︑千葉︑兵庫両県 性の高い殺虫剤や有害物質が検
の三家族九人が支那製の冷凍毒 出された︒筆者は今春この事件
ギョーザを食べて中毒症状を訴 に関して︑小紙に﹁食品を使っ
え入院していたことが分かった︒た支那のテロだ﹂と指摘したが
今でもその主張は微動だにして
いない︒
多くの日本人を死の恐怖に陥
れながら︑支那は謝罪すること
もなく︑その責任を日本になす
りつけ︑果ては賠償請求すると
は犬畜生にも劣る行為である︒
支那産の原材料を使用してい
ないことを意味するチャイナフ
リーが叫ばれるようになって一
年五ヶ月が経過した︒日本の消
費者はやっと食の安全を真剣に
考えるようになったが︑喉元過
ぎて も 熱さを 忘れな い よう に し
て戴きたいものだ︒
ギョーザと袋からは有害性の高 第四位
い農薬﹁メタミドホス﹂が検出 大相撲で不祥事相次ぐ

愛知県警は二月七日︑大相撲
時津風部屋の元序の口力士・斉
藤俊さん︵時太山・十七歳︶が
急死した事件で︑元時津風親方
︵元小結双津竜・五十七歳︶と
兄弟子三人を逮捕した︒

日常的に繰り返されるシゴキ
に耐えかねて部屋を逃げ出そう
とした斉藤さんを柱に縛りつけ
ビール瓶などで殴り︑ぶつかり
稽古で土俵に叩きつけ金属バッ
トや棒で殴打した︒一連の暴行
は︑稽古の範囲を明らかに逸脱
したリンチに他ならない︒
大相撲の不祥事はこれだけに
留まらなかった︒八月になると
間垣部屋の幕内力士若ノ鵬︵当
時・二十歳︶が大麻取締法違反
で警視庁に逮捕された︒若ノ鵬
の逮捕を受けて日本相撲協会は
抜き打ち尿検査を行い︑陽性反
応がでた大嶽部屋の元小結露鵬
と北の湖部屋の元前頭白露山を
解雇処分とし︑北の湖理事長も
引責辞任した︒
相撲界のおかれている現状は
相当に厳しいものがある︒九州
場所では空席が目立ち︑ファン
の相撲離れを如実に物語ってい
る︒相撲界が︑かつての活気を
取り戻すには︑若貴のような強

い日本人横綱の誕生と︑不祥事
をなくし︑ファンに熱戦を見せ
ることが何よりも大事なことで
ある︒
第五位
岩手・宮城内陸地震発生
六月十四日︑岩手県内陸南部
を震源とするマグニチュード７
・２の地震が発生し︑同県奥州
市と宮城県栗原市で震度６強を
観測した︒この地震による死者
は十三人︑行方不明者は十人に
上った︒

地震から半年経った今月十四
日︑被害が甚大だった栗原市で
は犠牲者を追悼する催しが行わ
れ︑今も仮設住宅で非難生活を
送る住民は犠牲者の冥福を祈る
一方﹁来年はいい年に﹂と復興
への思いを新たにした︒
佐藤 市長は﹁長 い 道のりだが
心をひとつにして頑張りましょ
う﹂と住民を励ました︒
七十八歳の老女は﹁あっとい

う間だった︒仮設住宅暮らしは
落ち着かないが︑ようやく心の
整理がついた︒来年は一からや
り直しです﹂と肩を落した︒
農業を営む中年男性は﹁無我
夢中でやってきたが︑みんなで
集まるのは 今 年 は こ れ が 最 後 ︑
これから集まることも少なくな
る﹂と寂しそうに語った︒
十三名の犠牲者の冥福と︑十
名の行方不明者の無事を心から
お祈り申し上げます︒
編集人・戸出蒼流
今年を表す漢字は﹁変﹂

オバマ次期米国大統領の﹁Ｃ
ＨＡＮＧＥ﹂に代表されるよう
に今年を表す漢字は﹁変﹂に決
まった﹁変える﹂ことは必要だ
が日本の伝統文化のように古き
良きものに対しては﹁変えない
﹂勇気も必要だ︒多くの国民が
持つ閉塞感を打破し︑来年は正
しい日本に﹁変える﹂指導者が
が現れることを切望する︒
読者の皆様におかれましては
一年間︑小紙をご愛読下さいま
して心よりお礼申し上げます︒
併せて来年も宜しくお願い申
し上げます︒
日刊ひぐらしスタッフ一同

