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花王抗議デモに８００人！日本のウォールストリートでの抗議と
不買運動拡大デモで花王の株価も下げる
・茅場町の花王本社、兜町の東京証券取引所、日本橋コレド前など
・同じ時間に「笑っていいとも」にキムテヒ出演

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=1021&f=business_1021_164.shtml

日本のウォールストリートで花王へデモ、目視500人、株下げる
（2011/10/21(金) 13:21）
「日本のウォールストリート茅場町」で
デ モ 対 象 の 花 王 <4452> が 15 円 安 の
2132円と前日の17円安に続いて下げて
いる。東京日本橋・茅場町の永代通りに
面した花王本社前に「日の丸の国旗」と、
「花王製品不買」のプラカードなどを掲げたデモ行進が21日（金）
12時15分時点で目視500人程度が抗議の列をつくった。オフイ
ス街のど真ん中ということと、お昼ときということで、ビジネス
マンが人だかりをつくった。盛んにデジカメや携帯のシャッター
を押す人も。
「茅場町は証券の街。つい最近、ニューヨークのウォ
ールストリートで起きたデモを連想する」という声も。デモは
夏場から続いており、今後も続くようなら株価を押し下げること
はあっても上げる材料とはなり難い。
（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ−ＩＲ）
▼2011.10.21花王抗議デモ（茅場町の花王本社前）

＞東京日本橋・茅場町の永代通り
に面した花王本社前に「日の丸の
国旗」と、「花王製品不買」の
プラカードなどを掲げたデモ
行進が21日(金)12時15分時点
で目視500人程度が抗議の列を
つくった。
私は、仕事だったので昼休みに
茅場町に移動して約30分間デモ
行進を応援した。
私は、９月下旬に引越した後、最
近は自転車通勤をしており、職場
から茅場町へも自転車で移動した。
デモ行進の出発は12:00予定だったが、私は12:10頃に
何とか茅場町に到着できた。
私が到着した時には、ちょうどデモ行進が始まったばかりで、
まだ第１梯団も花王本社に到達していなかった。
上の記事は「目視500人程度」と述べているが、それよりは
多かった（公安関係者によるデモ行進出発時のカウントでは
740人）。
私が見ていた前半でも、１梯団200人〜300人で３梯団あ
り、特に第２梯団と第３梯団は人数が多めだったので700
人〜800人くらいは参加していたと思う。
情報によれば、最後の方では飛び入りが増え、第４悌団が出
来たそうだから、1000人くらいまで増えたかもしれない。

http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-23702720111019?feedType=RS
S&feedName=worldNews ［ニューヨーク 18日 ロイター］

米ニューヨークで先月始まった反格差社会の是正を訴える
「反ウォール街」デモの参加者らは18日、警察のデモ隊への行き
過ぎた対応に抗議するため、約100人がマンハッタン地区検察局
前に集結した。（以下略）

ただ、上の記事でも述べているように、オフイス街のど真ん
中で多くのビジネスマンやOLがデモを注目していたし、
日本橋の三越や高島屋などからも遠くないため、多くの買い
物客もデモを見ていた。
＞デモは夏場から続いており、今後も続くようなら株価を
押し下げることはあっても上げる材料とはなり難い。
■■株価■■
【フジＭＨ】

【花王】

10/17 113,800(+1600)

10/17 2,177(+45)

10/18 113,500(-300)

10/18 2,162(-15)

10/19 114,200(+700)

10/19 2,164(+2)

10/20 112.700(-1500)

10/20 2,149(-15)

10/21 112,600(-100)

10/21 2,146(-1)

ただ、花王の株価自体はこの１〜２ヶ月間下がってはいない
のだが、同業他社の株価は大きく上昇している中で花王の株
価だけが停滞している。
●関連記事：花王の売上高４〜５％減！花王社長の尾崎元規が今期売上高
の見通しを述べる 理由は単価下落（デフレ）で花王不買運動には言及せ
ず 7月25日の上方修正から一転減収予想に 真相は不買運動による
大幅な下振れ 勝利目前だ！
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4410.html

さらに、今回のデモで多くのボランティア参加者が多くの証券
会社や銀行などが連なるビジネス街で花王不買運動を呼びか
けるチラシを配っていたので、十分に効果があったと思われる。

←第1悌団の先頭のエプロン隊
（茅場町花王本社手前）

第２梯段の先頭→
（この後ろにはベビーカー多数）

＞オフイス街のど真ん中ということと、お昼ときということ
で、ビジネスマンが人だかりをつくった。盛んにデジカメや
携帯のシャッターを押す人も。「茅場町は証券の街。つい
最近、ニューヨークのウォールストリートで起きたデモを
連想する」という声も。
「Occupy Tokyo」やニューヨークのウォールストリートの
デモは約100人が集結しただけでマスコミに報道されるが、
フジテレビ抗議デモや花王抗議デモは800人が参加しても
8000人が参加してもマスコミに報道されることはない。
本当の歴史と外交！ 日本国民の生命と財産と自由を守る核武装！
取り戻せ、拉致被害者と領土と国家の誇り！
がんばれ！維新政党・新風！

←第3悌団の先頭
（この梯団の人数は多かった）

わからない事は
調べましょう！

☆政治ブログランキング☆
【政治部門】２位
（2011年10月16日時点）
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↓花王本社前をデモ行進（茅場町
の永代通りと新大橋通りの交差点）

↑花王本社の手前
↓プラカード

それにしても、頭に来る糞爺だ。
その糞爺が言うには、２ちゃんねるかどこかで「デモ参加者
の顔を撮影してネットに晒してやる」と花王かフジテレビの
工作員による脅迫の書き込みがあったそうだ。
そして、その糞爺はその後も最後まで俺を花王工作員だと
思い込んでしつこく私に付きまとって来た。
その都度patrijapanさん（後で紹介する動画の制作者）など
が私を助けてくれたが、それにしてもマジキチ爺には困った
ものだ。
さて、デモの報告に戻る。
今回のデモ行進は、兜町の東京証券取引所の前も通過した！

←第2梯団の前方でベビーカーで
赤ちゃんたちと参加したママたち

←上のベビーカーの写真はあま
り上手く撮れなかったため、
花うさぎさんの写真を拝借する。

私は、昼休み時間内に職場に戻るため、この辺で去った。
以後、日本橋コレド前の様子などは、デモに参加した協力者
から提供された画像を紹介する。

絣のきものを着たこの女性は背中に
も赤ちゃんを背負って、一時はチラ
シまで配布と大活躍でした。

じつは、この時、私は酷い妨害に遭った。
突然変な糞爺が私に対して因縁を付けてきたのだ。
糞爺：オマエどこの会社だ？
俺：ハァ？
糞爺：どこの会社として写真を撮っているんだ？！
俺：会社としてではなく、個人として撮っているんですけど…
糞爺：個人として写真を撮ってどうすんだ？！ ネットに載せる
のか？！
俺：個人ブログに掲載しようと思っているけど…
糞爺：参加者の顔をネットに晒すつもりだな！！
（すると俺を指さして大声で）皆さーーーん！！！！
この人皆さんの顔の写真を撮っていましたよーー！！
皆さんの顔をネットに晒すそうですよーーー！！！

その後、主催者なども来て、私は取り囲まれてしまった。
もう、いったい何なのか？！
冒頭の記事でも報じられているように、デモ行進は多くの
人たちによって盛んにデジカメや携帯で撮影されていた。
私は遠くから自転車で昼休みにデモを応援しに来てその
様子をブログに掲載するために他の人よりは多く写真を
撮っていたかもしれないが、なぜ私だけがこんな目に遭わな
ければならないのか？！
暫くして新風の金友君が見つけてくれて私を助けてくれた。

日本橋「コレド」前（永代通り
と中央通りの交差点）のデモ行
進を見つめるビジネスマンやOL
たち

チラシも多くの人に受け取っ
てもらっていた。
各種動画がUPされています。ブログリンクからご覧下さい。
■動画
10/21 花王不買デモ（第2梯団、第3梯団）（出発直後〜花王本社通過）
H23.10.21花王本社平日デモ・花王本社前第３梯団通過時動画
（日本橋茅場町の花王本社前）
2011年10月21日東京・日本橋、第2回花王平日デモ
（日本橋兜町の東京証券取引所前）
2011.10.21 花王抗議デモ（Kao protest demonstration ）
（東京証券取引所→永代通り→常盤橋公園）
H23.10.21花王本社平日デモ、コレド日本橋前通過時動画
【第2回花王デモ】10月21日（金）【デモ隊目線】
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【シュプレヒコール】
花王は、消費者の声を、無視しないでください
私達は、フジテレビに年間600億円広告費を出す花王を、許しません
私達は、日本のフィギュア選手を貶めたフジテレビのスポンサー
花王を、許しません
私達は、日本人差別をするフジテレビを支援する花王を、許しません
私達は、フジテレビの大スポンサー花王の商品を、買いません
花王が、フジテレビから広告を引かない限り、不買を続けます
私達は、年間数百億円、フジテレビにお金を流す、花王の製品を、
不買します
私達は、広告費に数百億円かける企業より、誠意ある中小企業を、
応援します
花王は、知る権利を踏みにじるフジテレビのスポンサーを、
やめてください
フジテレビは、優勝した女子サッカーの表彰式をカットしたこと
を、謝ってください
花王は、選手の名誉を知らせないフジテレビのスポンサーを、
やめてください
フジテレビは、日本のフィギュアスケート選手の表彰式を
何度も何度もカットしたことを、謝ってください
花王は、選手の功績を知らせないフジテレビのスポンサーを、
やめてください
フジテレビは、ロシアの震災被害者激励セレモニーをカットした
ことを、謝まってください
花王は、人の恩を知らせないフジテレビのスポンサーを、
やめてください
フジテレビは、公共の電波を使って歪んだ情報を放送するのは、
やめてください
花王は、間違った価値観を増え付けようとする放送局を、
支援しないでください
花王は、嘘をつくフジテレビのスポンサーを、やめてください
主婦を罵倒する花王は考えを、改めてください
フジテレビは、バラエティ番組のランキングを、捏造しないで
ください
花王は、嘘をつくフジテレビに約600億円も、出さないでください
フジテレビは、フジテレビを批判した俳優に圧力を掛けてクビに
したことを、謝って下さい
花王は、言論弾圧をするフジテレビのスポンサーを、止めて下さい

今回10月21日昼のデモの後、花王に電凸し、広報部に今後
の方針を質問した人が電凸の様子を動画に掲載している。
885 名 前 ： 忍 法 帖 【 Lv=36,xxxPT 】 [sage] 投 稿 日 ：
2011/10/21(金) 20:16:04.12 ID:E26KNcB/0
奥様達、花王が早速燃料投下してくれましたよ！！
下記の動画で、花王の屑っぷりを再度ご確認ください。
2011年10月21日 18:16 投稿のユーザー動画
３回目「花王製品は今後一切買いません」電話しました
http://www.nicovideo.jp/watch/sm15945263
内容
奥様：今日のデモについて公式見解教えてください。
花王：デモが起きているのは知っています。
しかし、花王がデモ起こされる理由がわかりません。
奥様：フジテレビの放送内容について問題ないと思っているんで
すか？
花王：文句があるならフジテレビに言ってください。
フジテレビが偏向している根拠持っているんですか？
奥様：呆れて何も言う事ないです。二度と花王製品買いません。
花王：あっそう。

ということで、今後も花王不買運動を継続拡大していく必要
がある。
ところで、10月21日の花王抗議デモと同じ時間にフジテレ
ビの「笑っていいとも」テレフォンショッキングには、反日
韓国人女優のキムテヒ（花王単独スポンサー「僕とスターの
99日」で主演）が出演していた。
「笑っていいとも」に出演した韓国一の美貌と言われるキム
テヒを見た後のネットの声は次のとおり。
16 名前：名無しさん＠恐縮です mailto:sage
[2011/10/21(金) 13:36:21.10 ID:ULI6HHn20]
今日のテヒいいとものポイント
・恐ろしくこわばって異常な雰囲気の出演者とスタジオ
・顔面工事のせいかやけに深い目尻のキモイ皺
・話す内容は相変わらず全部大嘘

花王は、汚いフジテレビの一番のスポンサーなら、
責任を感じてください
花王は、汚れたフジテレビに600億円も出すのなら、
責任を取ってください
花王は、汚れきったフジテレビのスポンサーから、
手を引いてください
花王は、消費者からの要望書に、応えてください
花王は、消費者からの電話を50分も、放置しないでください
花王は、消費者からの電話を、叩き切らないでください
花王は、消費者の声を、ちゃんと聞いてください
（おまけ）
219 名前：名無しさん＠
恐縮です
[2011/10/21(金)
本日の花王デモに紛れ込
んでいた工作員を晒しま
すね〜
「黒 ん Iま“」ってｗ
日本語不自由なんですね

40 名前：名無しさん＠恐縮です mailto:sage
[2011/10/21(金) 13:46:07.61 ID:ygv9w01I0]
地デジって残酷だわ どうみて普通のもおばさん
57 名前：名無しさん＠恐縮です mailto:sage
[2011/10/21(金) 13:49:20.15 ID:tWZXO8Jg0]
>>18
ポスター修正し過ぎ 現物シワシワじゃないか
＊続きはブログで

本当の歴史と外交！ 日本国民の生命と財産と自由を守る核武装！
取り戻せ、拉致被害者と領土と国家の誇り！
がんばれ！維新政党・新風！

http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4423.html

わからない事は
調べましょう！

☆政治ブログランキング☆
【政治部門】２位
（2011年10月16日時点）

