花うさぎの
｢世界は腹黒い｣
日本が普通の国になるように。
産経新聞を応援しています。

「日本よ、永遠なれ」山谷えり子著
（http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/2121879）

タイに建立された「日本兵追悼の碑」
真心のつながりこそ歴史であり
それを大事にしていくのが政治

山谷えり子スペシャルをお届けします。
「日本のサッチャー
に」と将来が期待されている稲田朋美衆議院議員と同じ福井
県の出身。自民党参議院議員を代表する真性保守議員で、
恐らく私達草の根の集会に一番出席してスピーチしてくれる
のが彼女だと思います。
昨年の参議院全国比例で25万票余りを獲得して自民党と
しては三位で当選しています。スピーチでは教育再生や領土
の問題などをよく語ってくれますが、一方で守備範囲の広い
活動を行っている議員としても有名でしょう。来るべき保守
連立政権では重要なポストで活躍して欲しい議員の一人です。
その山谷えり子さんが昨年四月、
扶桑社から「日本よ、永遠なれー
止めよう、民主党政権の独裁と
暴走」という新書を出版、彼女の
気持ちがストレートに活字で伝え
られています。その中の第9章
「愛する日本を守りたい」から
その一部、
「アジアの子供たちと」
と「真心のつながりこそ歴史」の
部分を抜粋して以下で紹介致します。ちょっと泣かせる内容です。
■アジアの子供たちと
過日「アジアの子供たちに学校を作る議員の会」のメンバ
ーとして、タイのチェンマイに行ってきました。自民党有志
六十四名が毎月一万円を積み立て、アジア各国に小学校の
校舎を一年に一校ずつ建てる活動で、九回目となる今回は、
安倍晋三会長、遠藤利明元文部科学副大臣と私の三人が代表
して贈呈式に参列しました。
チェンマイから車に乗ること五時間、うち一時間半は大荒
れの海を行くような悪路の山道を四駆で右に左に、頭を車の
屋根にぶつけそうになりながら進み、山のてっぺんの小学校
に到着した時は、体はガタガタ、頭はクラクラ状態でしたが、
子供たちの笑顔でこちらもいっぺん
に笑顔になりました。
山岳民族カレン族(四十七万人ほ
どがタイに住む)の子供の通うファ
イコーン小学校は、朝四時半から子
供たち自身が当番制で炊事をしてい
るとのこと。校舎のほかに、寮とトイレも改修しました。
「いい環境で学べて嬉しい。山岳民族の私たちは教育を受
け続けることが難しいのです。勉強を続けて役に立つ人間に
なりたい」と子供たちに礼を言われた時は、その健気さに胸
がいっぱいになりました。
先の大戦で、カレン族の人々は、負傷し病に倒れた日本軍
の兵士を看病してくれ、村人との友情の話も残っています。
父からタイの村人が食料を分けてくれたことや村の犬を日本
兵も共にかわいがったことなどを聞かされていましたが、
こういうことなのかと理解が深まりました。
安倍会長は贈呈式の中で、日本兵に優しく接してくれた
ことへの感謝の気持ちも述べられ、その後、子供たちや村人
と綱引き大会など運動会で時を過ごしました。
加藤隼戦闘隊のパイロットだった父は撃墜され、弾の破片
が体のあちこちに埋まったままで、指の関節も不自由でした
が、
「亡き戦友のことを忘れずに」を口癖としていました。
■真心のつながりこそ歴史
そのタイに追悼の碑を建てたお坊さんがおられます。佐賀
の因通寺というお寺さんと有志のお寺さんたちが、募金活動
をして建てたものでした。そこで慰霊式も行いました。

http://twitter.com/#!/hanausagifan
（2011/01/23）1/1

もともとは佐賀に天皇陛下がご巡幸なさった時から話が
始まります。
昭和二十四年五月二十四日、戦争被災児救護教養所因通寺
洗心寮へ行幸になられた時、天皇陛下は一人ひとりに声を
かけられたといいます。
「おいくつ？」
「七つです」
「五つです」
「満州から帰りまし
た」
「北朝鮮から帰りました」
「立派にね、元気にね」
緊張した子供たちの顔は、陛下の親しさいっぱいのお顔に
次々と和み、慕わしさであたりがいっぱいになっていったと
いいます。
その中で、二つの位牌をじっと胸に抱いて立っていた女の
子がおり、陛下は「お父さん、お母さん？」とお顔をぐっと
近付けられて、お尋ねになられたといいます。
女の子は「はい。これは父と母の位牌です」と返事をしました。
「どこで？」「はい。父はソ満国境で名誉の戦死をしました。
母は引き揚げの途中、病のために亡くなりました」
。女の子は
よどむことなく答えたといいます。
「お淋しい？」
、陛下は悲しそうな顔でその子を眺められた
といいます。けれど、その子は首を横に振り、
「いいえ。淋しいことはありません。私はみ仏の子供です。み
仏の子供は亡くなったお父さんとも、亡くなったお母さんとも
お浄土にまいったら、きっともう一度会うことができるのです。
お父さんに会いたいと思う時、お母さんに会いたいと思う時、
私はみ仏さまの前に座ります。そして、そっとお父さんの名前
を呼びます。そっとお母さんの名前を呼びます。するとお父さ
んもお母さんも、私のそばにやって来て、私をそっと抱いてく
れるのです。私は淋しいことはありません」と答えたそうです。
陛下は静かに女の子を見つめられ、女の子の頭をお撫でにな
り「み仏の子供はお幸せね。これからも立派に育っておくれよ」
とおっしゃって、涙を流され、涙が畳の上に数滴落ちたといい
ます。周りの新聞記者たちも静まり泣いたといいます。
帰路、子供たちは陛下を囲み、中には洋服の端をしっかり
握って放さず「また来てね」と言う子もいたほどであったとか。
宮中にお帰りになられた陛下は「みほとけの 教へまもり
て すくすくと 生い育つべき 子らに幸あれ」と御製を
お詠みになられたといいます。
佐賀県の因通寺の調寛雅（しらべかんが）さんが、その時
の様子を書きとめられていました。
その調さんらがタイに旅行に行った時に、タイの僧侶から、
「あんたは日本人か。ここであれだけた
くさんの日本人が亡くなって、村の人た
ちが一生懸命葬ったのに、どうしてその
慰霊にも感謝にも来ないのか」と言われ
たというのです。初めてそれを知って、
驚き、追悼の碑を建てられたのです。
戦後、遺骨収集活動で発掘された一万八千名の日本兵、
関係者の追悼の碑の前で、タイの高校生たちが「昴」「上を
向いて歩こう」を歌ってくれました。大梵鐘もあり、その鐘
に昭和天皇の御製が記されています。
現地の方が、日本兵との友情と鎮魂に対して敬意を表し、朝の
五時と夕方の五時に鐘を撞いてくれているそうです。
「え、朝の
五時に？毎朝？じゃあ、その人は四時とか四時半に起きるのです
か」と言うと、
「そうですよ」とタイの方は、ほほ笑まれました。
鐘を撞かせていただきました。
「ゴーン……」と、心にしみ
る音でした。
このような真心のつながりこそ歴史であり、それを大事に
していくのが政治だと思っています。
（日本よ、永遠なれ P165-P170）

『花うさぎの「世界は腹黒い」』お勧め動画
☆マスコミが報じない正しい歴史、日本が好きな人は必見！☆
「凛として愛」「氷雪の門」「誇り～伝えよう日本のあゆみ～」
「めぐみ」「日本がアジアに残した功績」「真実はどこに…」

わからない事は
調べましょう！

☆izaブログ最高ランキング☆
【全体】2位 【政治】1位
（2011年12月30日）

＊花うさぎ氏は2011年12月27日永眠されました。日本を想う数多くのエントリーを遺して下さった事に心から感謝致します。

「日本よ、永遠なれ」山谷えり子著：イザ！
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コメント(20)
コメントを書く場合はログインしてください。
Commented by

causal さん

2011/01/23 09:14

花うさぎさんお早うございます。
山谷えり子議員。はい、わかっております。このエントリーを
拝見して涙を禁じえませんでした。本日、外出の用がございまして
早速著書を購入し熟読したいと思います。そして事ある毎に
応援したいと思っております。しかし、
逆を言えばこのような活動をなさる方々の中に「民主党とその一味は間違っても
存在しない。」と言う事ですね。
はい、わかってっております。
Commented by その蜩 さん
永遠なれと言われると、既に日本は過去だけの存在のようですね。
実際そうなんですけど。
本来言われてる日本というのはもうすっかり無いと思います。

2011/01/23 11:08

とはいえ、今の若年層の急速な保守化というのは、あるいは日本を危うくするか
もしれない。
何も失うモノが無いもの程強い者は無いですからね。
既得権益者への憎悪は相当なものですよ…。
しばりょう さん
こんにちわ。

Commented by

2011/01/23 16:30

自民党には、素晴らしい女性議員が、いっぱいおられますね。
山谷えり子氏を筆頭に 和製サッチャー 稲田朋美女史、真正保守
の筆頭西川京子氏 国会では抜群の答弁 森まさ子氏、
拉致被害者の母、中山恭子氏。。。。
論壇では、桜井氏 金美齢氏 双璧ですね。
エーリヒ・ハルトマン さん
To しばりょうさんこんばんは。
Commented by

2011/01/23 17:38

失礼ですが中山恭子さんは、Googleで検索したところ、

現在は、立ち上がれ日本に所属されておられますが？
花うさぎ さん
To causalさん こんにちは。

Commented by

2011/01/23 17:47

>山谷えり子議員。はい、わかっております。このエントリーを
>拝見して涙を禁じえませんでした。
衆議院選で自民党が惨敗したとき、この山谷議員の言葉には随分勇気つけられ
ました。「自民党にはまだまだ貴重な逸材がいる」と。
>逆を言えばこのような活動をなさる方々の中に「民主党とその一味は間違って
も存在しない。」と言う事ですね。
まじで考えても思いつかないですよ。本当に(^^；。
Commented by 花うさぎ さん

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/2121879

2011/01/23 17:49

2012/01/31

「日本よ、永遠なれ」山谷えり子著：イザ！
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To その蜩さん こんにちは。
>本来言われてる日本というのはもうすっかり無いと思います。
悔しいですね。
>既得権益者への憎悪は相当なものですよ…。
これは私も感じますね。在特会の拡がりはそういう部分も大きいと思いますよ。
Commented by 花うさぎ さん
To しばりょうさん こんにちは。

2011/01/23 17:51

>論壇では、桜井氏 金美齢氏 双璧ですね。
名前をあげるとまだまだ出てきますよ(^^)。
結局は自民党の保守議員を核とした保守合同による連立政権しか明日の日本
はない、と思います。
Commented by 花うさぎ さん
To エーリヒ・ハルトマンさん こんにちは。

2011/01/23 17:53

>現在は、立ち上がれ日本に所属されておられますが？
はい、夫の中山成彬氏応援のため、移籍したのです。
いずれは一緒になると思いますよ(^^)。
Commented by iza2008takasugi さん
花うさぎさん絶好調ですね。
ともかくみんなに頑張ってほしい。
そのうえで、あえて言います。
ただ、国会議員多数には山谷さんも含めて不満です。
税金で飯を食って、発言するだけが仕事でしょ？
給料以外に、宿舎も事務所ももらって秘書も通信費もある。
おねがいですからもっと元気を出してほしい。
あと、ふざけるな！
それから保守を自任する人々。いまは「民主党政権解体」で力を合わせたらどう
ですかね。ほかのいろんなことはちょっと勘弁してほしい。
ほかのことをガタガタいいだすと、私も参加できないことがいっぱいです。
花うさぎさんはどう思います？
Commented by しばりょう さん
花うさぎ様 こんにちは。

2011/01/23 18:09

2011/01/23 18:22

>名前をあげるとまだまだ出てきますよ(^^)。
そうですか。いますね。。。自民党では、どんどん名前浮かびます。
方や？？？
>
>結局は自民党の保守議員を核とした保守合同による連立政権しか明日の日
本はない、と思います。
はやく、稲田-安倍-麻生ラインで、救国内閣つくってほしいですね。
逆に 民主党女性議員は、ろくなのがいませんね。
よく議員になれたもんです。
小沢のコマばかりですね。

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/2121879

2012/01/31

「日本よ、永遠なれ」山谷えり子著：イザ！
abusan１２３ さん
些か左翼的発言に成りますが（冷や汗）

Commented by
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2011/01/23 18:46

ビルマ人（ミャンマー人）が先の大戦で負傷日本兵を看病したと
言った逸話が日経で書かれていたことが有りました（喜）
そのことにいたく感謝したその旧日本兵の方は「先ず有り得ないが」
と前置きして「今度、日本とビルマとの間で戦争が起きたのなら
私はビルマの為に戦う！」とぞ言われてました（冷や汗）
もし、わが日本がタイを敵に廻し戦争に突入したのなら我々日本人
はカレン族に命を救われた旧日本軍人の老兵日本人をも敵に回す
事に成るでしょうなあ。勿論、この話は杞憂な話で有りますが。
我々日本人は敬虔な仏教徒なビルマ人やカレン族などに感謝こそ
すれ、決して敵に回すような愚挙、暴挙だけは避けなければ
なりません。
Commented by 花うさぎ さん
To iza2008takasugiさん こんにちは。

2011/01/23 19:39

>>おねがいですからもっと元気を出してほしい。
>あと、ふざけるな！
大賛成！iza2008takasugiさんのような気合いの入った「元気」が本当に欠け
てますよね(^^)。
>それから保守を自任する人々。いまは「民主党政権解体」で力を合わせたらど
うですかね。
以前から言っていることですが、「悪魔を倒すには敵とでも手を組むしたたかさ」
が必要な時だと思います。
「日本が生きるか死ぬか？」の局面なんですから、理想は目標として堅持しつつ
も、目先は「打倒民主党政権」で団結するべきです。その意味では、過去の自民
党批判もそろそろ考えて欲しいと思っています。
Commented by 花うさぎ さん
To しばりょうさん こんばんは。

2011/01/23 19:41

>はやく、稲田-安倍-麻生ラインで、救国内閣つくってほしいですね。
はい。保守の論客が自民党批判をすると、一番辛いのがこの人達でしょう。その
事に早く気がついて欲しいと思いますよ。
花うさぎ さん
To abusanさん こんばんは。

Commented by

2011/01/23 19:43

>我々日本人は敬虔な仏教徒なビルマ人やカレン族などに感謝こそ
>すれ、決して敵に回すような愚挙、暴挙だけは避けなければ
>なりません。
はい。「恩を仇で返す」ことは日本人なら決してあってはならないことだと思いま
す。
我々は支那人や朝鮮人とは違うのですから。
maro-chann さん
花うさぎさん、こんばんは。

Commented by

2011/01/23 20:26

山谷えり子氏の話はとても感銘を受けました。
しかし、美空ひばり（加藤かずえ）さんのお話に水を差すようで
誠に申し訳ないんですが、

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/2121879
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美空ひばりの父親が在日、母親は日本人です。
初期の在日特権のムック系の本（現在未発売と思う）それに、
「にしきのあきら」の話しがあり、
紅白何かに出るとき朝鮮民族の芸能人はマイナスになるので、
在日である事を隠すのに必死だった。と有りました。

布袋寅泰。松田優作も父親が韓国人。
ネットで見た話だから不確かかもしれませんが、
作詞家の秋元康は北朝鮮に興行権を持っていると言う噂。
もう芸能界は本当に普通の人じゃやっていけませんって感じです。
未だに河原板乞○の世界です。
テレビつけたら、創価かパチンコその他カルト教団や民主党支持者の
コメンテーターと芸能人ばかりです。
花うさぎ さん
To maro-channさん こんばんは。

Commented by

2011/01/23 20:56

>山谷えり子氏の話はとても感銘を受けました。
それは嬉しいです(^^)。
>美空ひばりの父親が在日、母親は日本人です。
はい、それらしいことは聞いています。芸能、スポーツ界は在日が多いことは有
名ですね。私は「反日」でなければ許容しますが。
>テレビつけたら、創価かパチンコその他カルト教団や民主党支持者の
>コメンテーターと芸能人ばかりです。
ご指摘の通りのありさまですね。だからテレビを見なくなったのですが。
Commented by gabacho さん
韓国の口蹄疫関連ですが、農水省のホームページには、２１日現在で殺処分２
３１万頭の記述がありますが、外務省のホームページには全く記述がありませ
ん。これって、政府を上げて対策を取っていることにはなりませんよね？

2011/01/24 02:35

これは、縦割り行政の弊害だけではなく、国益を無視した変なバイアスがかかっ
ていると疑わざるをえません。まさに、害務省（害に務めるお役所）の面目躍如
です！
韓国では豚を生き埋めにするなど、殺処分が追い付かない様子が報じられてい
ますが、ワクチンを接種した家畜が殺処分されるまでの間にウイルスをまき散ら
しているという懸念があります。
今でも充分に危機的な状況ですが、日韓両国政府の危機管理の欠如が破滅に
向かっていることが懸念されます。我々庶民に許される対策は、肉類の消費（＝
流通）を控えることと、お祈りすることくらいしかなさそうです。
山の神様の韓流ドラマに水を注すなど、そんな恐ろしいことはできそうにありま
せん。（；´д｀）
あまり報道されませんが、口蹄疫は北朝鮮でも流行しているようです。その結
果、人民が牛肉を口にすることができると喜んでいるとか、変な噂があります。
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事実とすれば、「国民に肉を食わせる」という首領さまの建国の理念が実現した
ことになるのでしょうか！？
Commented by 花うさぎ さん
To gabachoさん おはようございます。
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2011/01/24 08:14

>外務省のホームページには全く記述がありません。これって、政府を上げて対
策を取っていることにはなりませんよね？
あれ、そうなんですか？酷いですね。
>まさに、害務省（害に務めるお役所）の面目躍如です！
御意！
>山の神様の韓流ドラマに水を注すなど、そんな恐ろしいことはできそうにありま
せん。（；´д｀）
がははははは。見たことあるんですか？
>国民に肉を食わせる」という首領さまの建国の理念が実現したことになるので
しょうか！？
う～ん、凄い皮肉、冴えてますね～(^^；。
Commented by からす さん
載せていただいた動画（一色氏へのインタビュー:sengoku30氏の告白)
が削除されてます。
東京ブロードキャスティングシステム（ＴＢＳ）からの著作権侵害の申し立てにより
削除したとのこと。
東京ブロードキャスティングシステムとはどんな会社か知りませんがきっと日本
の企業ではないのでしょうね。反日であることが採用条件の一つと言われてる会
社ですか？
花うさぎ さん
To からすさん こんにちは。

Commented by

2011/01/24 15:20

2011/01/24 16:14

>載せていただいた動画（一色氏へのインタビュー:sengoku30氏の告白)
>が削除されてます。
情報ありがとうございます。アネモネさんの予想通り「週明けには削除される可
能性」がドンピシャでした(^^；。
>反日であることが採用条件の一つと言われてる会社ですか？
私も判りませんが、何せあのTBSですからね。
このビデオも犯人が告白しているような薄暗い部屋等々の印象捜査が酷い、と
言ってましたが、悪意が感じられますね。

http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/2121879
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