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      『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…」 

花うさぎ２
http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/

☆izaブログランキング☆ 
【全体】4位 【政治】1位
（2011年10月8日時点）

わからない事は 
調べましょう！ 

 参議院自民党が「野田内閣倒閣宣言！」 （2011/11/16）

（http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2510996/）

 山本一太議員が堂々と最後通告！ 
  来年3月までに総辞職か総選挙に 
  国民から信任を得た政権をつくる！ 

 11月15日に行われた参議院予算委員会は、自民党から 
山本一太、岩城光英、宮沢洋一、森まさこ、西田昌司の各氏
が質問にたち、それぞれの分野で政府を追及、最後に山本一
太氏が再登場して事実上の「倒閣宣言」を出すという見事な
連係プレーを見せた。 

 このうち、山本一太氏はTPP問題を、森まさこ氏は山岡賢
次国家公安委員長のマルチ献金疑惑を、西田昌司氏は野田首
相の韓国人からの献金疑惑と民団との関係について、厳しく
追及、あの大人しい野田首相が色をなして反論するエキサイ
トするシーンも度々みられた。 

 西田昌司議員の追求のあと、山本一太議員が特に発言をも
とめ、①山岡氏は消費者担当大臣に不適切なことは明らかで
必ず問責決議案を出す、②野田首相も消費税の国際公約や
TPPについて問責決議案も含めて厳しく対応していく、③今
日を契機として参議院自民党として「野田内閣を倒す」、  
来年の三月までに必ず総辞職か解散に追い込んで、国民から
信任を得た政権をつくることが国益だーなどと力強く宣言、
自民党の質問を終えた。    （ニュース調、ここまで） 

 

山本一太議員による15日の参院
予算委員会でのTPPに関する質
疑要旨は次の通り。（時事通信） 

山本 環太平洋連携協定(TPP)
に関し、日米首脳会談で「野田
佳彦首相が『全ての物品、サー
ビスを貿易自由化交渉のテー
ブルに乗せる』と述べた」と米国が発表した。 

首相 一言も言っていない。 

山本 外務省が米国に抗議し、発言がなかったと確認した
との報道がある。 

首相 発言をしていなかったことは米国も認めた。 

山本 訂正は申し入れないか。 

首相 米国も認めたことを皆さまに共有していただければ
それでいい。 

山本 関係国との協議によっては交渉に参加しない選択肢
もあるのか。 

首相 何が何でも、国益を損ねてまで参加することはない。
百パーセント、とにもかくにも（参加）ということではない。 

山本 交渉参加に向けて関係国と協議に入るとの首相発言
は、参加が前提ではないか。 

鹿野農相 交渉参加を前提とするものではないと理解して
いる。 

山本 二枚舌外交だ。 

首相 二枚舌ではない。国内でも国際社会でも言っている
ことは同じだ。 

山本 コメは例外品目にするか。 

首相 今のうちに明確に手の内を出すことはない。 

山本 国民皆保険は死守するか。 

首相 （対象になることは）あり得ない。あった場合は  
断固として守る。 

 

 昨日の参議院予算委員会は見どころ満載、政府は答弁に 
タジタジというシーンが何回もみられました。時事通信が 
山本議員の質疑要旨をアップしてくれていたので、引用しま
したが、この「二枚舌外交」の部分。外務省はアメリカも誤
りを認めたと発表し、首相もそれにそう形で答弁していまし
たが、この「認めた」という部分は疑ってしかるべきですね。 

 というのは、その後にアメリカサイド（ホワイトハウス）は
「訂正しない」とハッキリ明言しているのですから、認めて 
いないのに等しい訳です。それに対して訂正は申し入れないと
いうのですから、これは国際社会では「野田首相は全ての物品、
サービスを貿易自由化交渉のテーブルに乗せる」と発言した 
ことになってしまった訳です。 

 ところで、昨日の自民党の質問
の結論は、この山本一太議員が気
合いを入れて発言した「野田内閣
倒閣宣言」だったと思うのですが、
これをしっかり報じたメディア
はあるのでしょうか？ 時間が
無くて産経新聞しか確認出来て
いないのですが、ひょっとしたら
テレビも新聞も無視したのではないかと心配してます。 

 論より証拠、貼り付けた動画をみてもらえればその臨場感
が分かります。また西田昌司議員の追求は、一種の風格すら
出てきて、居並ぶ大臣・総理が固唾を呑んで見つめている様
子が動画で確認できます。まるで悪いことをした生徒に、先
生（西田議員）がしかっているようにも見えるから痛快です。  

 

参議院自民党は頑張ってます！ 

産経新聞11月16日5面（左）と2面の記事部分スキャン画像 
（組み合わせ）（クリックで二面の記事） 

 外国人から献金をもらった、民主党のインデックスに「外
国人参政権付与」を明記している、民団の会合に出席して「選
挙協力でお世話になった」というお礼の動画がある、民団新
聞にも外国人参政権に賛成議員へのポスター・ビラ貼りなど
の選挙協力を明記した記事が掲載されている、等々。 

 こうした一連の疑惑は保守ブロガーがかねてから指摘し
てきたことですが、共通するキーワードは民団と半島重視の
民主党の体質です。あの福島みずほにすら、「どこの国の総
理なんですか？」と追求された野田政権。この党が「国益」
という言葉を使うと、日本なのか半島なのか、一瞬迷うとい
うくらいの反日売国政権であることは間違いありません。そ
の民主党政権が進めるTPP交渉を「支持しろ！」という方が
「正気か？」と言いたくなりますよ。本当に。 

山本一太氏が倒閣宣言！ 

2011.11.15 参院予算委
西田昌司議員 山本一太議員
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 参議院自民党が「野田内閣倒閣宣言！」 （2011/11/16）
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 山本一太議員が堂々と最後通告！ 
  来年3月までに総辞職か総選挙に 
  国民から信任を得た政権をつくる！ 

マスコミは伝えない！ 野田総理はウソをついている！ 
＊西田議員拡散希望です！ 

マスコミが伝えないなら皆で口コミで拡散しましょう！ 

【緊急配信】  【超人大陸】 

11/15西田昌司議員予算委員会質疑後のコメント 

----------------------------------------------- 

TPPの危険性を周知徹底へ！ 
やまと新聞号外配布、既に20万部突破！ 

（一部既報）「TPP後の日本～最悪のシナリオ」でもお伝え
した「やまと新聞号外」の配布が11月18日（金）からはじ
まるが、同社によると、既に多くの賛同者があつまり、宮崎
口蹄疫の際の20万部を突破したという。しかし、同社では
まだまだ多部数を配布したいとして、引き続き号外を配布し
てくれる人を募集中だ。 

 賛同者のなかには、my日本、頑張れ日本全国行動委員会、
日本の心を伝える会、花時計などのお馴染みの保守系団体の
ほか、「個人でも配りたい」という申し出が殺到していると
いう。新聞の号外は、チラシなどに比較すると受け取ってく
れる人の割合が格段に多く、日頃、ニュースをテレビ・新聞
だけに頼ってネットにアクセスできない人への周知徹底に
は最適の媒体であることが分かっている。 

 とりあえず、18日の配布イベントを以下で紹介するが、
これ以降も続々とスケジュールが決まっており、詳しくは 
やまと新聞のHPで確認を。なお、18日の午後六時からは 
東京新橋駅SL広場前で号外配布のイベントを実施するが、
この際に東京都議会議員の土屋たかゆき氏、同社の宇田川 
敬介氏らの街頭宣伝活動もあわせて実施される。 
 
【2011.11.18 （金）の配布イベント】 

■JR新橋駅前、SL広場付近 18:00～20:00 

・運営、号外配布者募集中です。当日ただ聞きに来て頂けるだけ
でも大歓迎です。途中からの参加も歓迎です。 

・有志による街頭演説 土屋たかゆき都議 弊社：宇田川敬介 

■中央線 吉祥寺駅 北口付近 12:00～14:00 

・サンロードやダイヤ街へ向かう横断歩道付近を考えています。 

・主婦三人で配布する予定なのでこんな時間設定なのですが、 
応援お待ちしています。 

■岡山駅前ビックカメラ前付近 岡山駅西口自由通路 7:30～
8:30と17:30～19:30 

・通勤客を対象にして朝と夜の2回配布します。朝と夜のどちら
かだけ 又は 途中参加や離脱もOKです。夜は冷え込みが予想
されますので、各自対策をお願いします。 

 
■大阪梅田阪急ビル西側 7:30～9:30  

■広島県 呉駅（そごう側）出口付近 19:00～20:00  

■奈良県 近鉄生駒駅前 18:00～ 

■兵庫県 山陽電車 姫路駅 19:00～20:00 

■大阪府 近鉄布施駅 18:00～20:00 

■大阪府 地下鉄新大阪駅４番出口  
6:30～7:30 19:00～20:00 

■茨城県 水戸駅南口ペデストリアンデッキ 18:00～20:00 

■京都府 阪急河原町 丸井側 8:00～17:00（休憩13:00～
14:00） 

■名古屋 タワーズ交番前 6:30～8:00 18:00～20:00 

■神奈川県 横浜西口交番前 12:00～14:00 

■北海道 JR札幌駅 12:00～17:00 

■山形県 山形駅東口 有料P側（ミスド周辺） 17:00～20:00 

■東京都 新宿駅西口 18:00～19:00 

■新潟県 JR新潟駅万代口周辺 7:15～9:00 

・開始時間からこられる方は万代口出て右側の駐車場料金支払機
近くに10分前に集合 

・途中参加も大歓迎！30分だけのお手伝いでも大変助かります。 

 

野田の二枚舌に潜む恐ろしい悪意とは？ 

yohkanさんのエントリーもご覧ください。 

 

** フジテレビ関係のデモ ** 

・【東 京】11月 20日（日）12時30分  
  水谷橋公園･フジ・朝日・電通デモ  主催：実行委 

・【高 松】11月 20日（日）13時30分  
  高松中央公園・フジ＆花王デモ四国 主催：京極 

・【札 幌】11月 27日（日）14時   
 大通西６丁目集合  フジテレビ抗議＆花王不買デモ  

 

** 行動する保守の活動 ** 

・【大 阪】11月20日（日）11時30分  
 新町北公園 自衛隊に感謝・第5回日の丸大行進 

・【東 京】11月21日（月）14時 砂防会館 
 尖閣を守る国民集会＆請願行進 日本会議 

・【東 京】11月26日（土）15時  
 神田児童公園 韓国の横暴に抗議デモ秋葉原 主催ゆう 

詳細は【地域】のブルー文字をクリック 

 ＊写真・動画・イベント情報・関連リンク先などは是非、ブログにてご覧下さい！


