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した。いかなる国の国民も決してこのような苦難を経験すべ
きではありません。しかし仮にこのような不幸からより強く、
より大きく立ち上がれる国があるとすれば、それは日本と日
本国民であります。私はそう確信しています。
皆様が生活を再建し復興に向け歩まれるなかで、我々ブータ
ン人は皆様とともにあります。我々の物質的支援はつましい
ものですが、我々の友情、連帯、思いやりは心からの真実味の
あるものです。ご列席の皆様、我々ブータンに暮らす者は常に
日本国民を親愛なる兄弟・姉妹であると考えてまいりました。
両国民を結びつけるものは家族、誠実さ。そして名誉を守り
「国民総“幸福”量」を重んじるブータン国王が国会で演説 全文
個人の希望よりも地域社会や国家の望みを優先し、また自己よ
来日中のブータン王国ジグミ・ケサル国王は2011年11
りも公益を高く位置づける強い気持ちなどであります。
月17日、国会で演説を行った。ブータン王国は、国民の
2011年は両国の国交樹立25周年にあたる特別な年で
心理的幸福などを指標とする「国民総幸福量」
（GNH）を重
あります。しかしブータン国民は常に、公式な関係を超えた
視する国として知られている。演説でケサル国王は、東日本
特別な愛着を日本に対し抱いてまいりました。私は若き父と
大震災について「いかなる国の国民も決してこのような苦難
その世代の者が何十年も前から、日本がアジアを近代化に
を経験すべきではありません」とした上で、「しかし仮にこ
導くのを誇らしく見ていたのを知っています。すなわち日本
のような不幸からより強く、より大きく立ち上がれる国があ
は当時開発途上地域であったアジアに自信と進むべき道の
るとすれば、それは日本と日本国民だ」と語り、ブータンの
自覚をもたらし、以降日本のあとについて世界経済の最先端
言葉「ゾンカ語」で祈りを捧げた。
に躍り出た数々の国々に希望を与えてきました。日本は過去
にも、そして現代もリーダーであり続けます。
■「皆様は大災害に静かな威厳をもって対処された」
このグローバル化した世界において、日本は技術と革新の
ブータン国王: 天皇皇后両陛下、日本国民と皆さまに深い敬
力、勤勉さと責任、強固な伝統的価値における模範であり、
意を表しますとともにこのたび日本国国会で演説する機会
これまで以上にリーダーにふさわしいのです。世界は常に
を賜りましたことを謹んでお受けします。衆議院議長閣下、 日本のことを大変な名誉と誇り、そして規律を重んじる国民、
参議院議長閣下、内閣総理大臣閣下、国会議員の皆様、ご列
歴史に裏打ちされた誇り高き伝統を持つ国民、不屈の精神、
席の皆様。世界史においてかくも傑出し、重要性を持つ機関
断固たる決意、そして秀でることへ願望を持って何事にも
である日本国国会のなかで、私は偉大なる叡智、経験および
取り組む国民。知行合一、兄弟愛や友人との揺るぎない強さ
功績を持つ皆様の前に、ひとりの若者として立っております。
と気丈さを併せ持つ国民であると認識してまいりました。
皆様のお役に立てるようなことを私の口から多くを申しあ
これは神話ではなく現実であると謹んで申しあげたいと
げられるとは思いません。それどころか、この歴史的瞬間か
思います。それは近年の不幸な経済不況や、3月の自然災害
ら多くを得ようとしているのは私のほうです。このことに対
への皆様の対応にも示されています。
し、感謝いたします。
皆様、日本および日本国民は素晴らしい資質を示されまし
妻ヅェチェンと私は、結婚のわずか1ヶ月後に日本にお招
た。他の国であれば国家を打ち砕き、無秩序、大混乱、そし
きいただき、ご厚情を賜りましたことに心から感謝申しあげ
て悲嘆をもたらしたであろう事態に、日本国民の皆様は最悪
ます。ありがとうございます。これは両国間の長年の友情を
の状況下でさえ静かな尊厳、自信、規律、心の強さを持って
支える皆さまの、寛大な精神の表れであり、特別のおもてな
対処されました。文化、伝統および価値にしっかりと根付い
しであると認識しております。
たこのような卓越した資質の組み合わせは、我々の現代の世
ご列席の皆様、演説を進める前に先代の国王ジグミ・シン
界で見出すことはほぼ不可能です。
ゲ・ワンチュク陛下およびブータン政府およびブータン国民
すべての国がそうありたいと切望しますが、これは日本人
からの皆様への祈りと祝福の言葉をお伝えしなければなり
特有の特性であり、不可分の要素です。このような価値観や
ません。ブータン国民は常に日本に強い愛着の心を持ち、何
資質が、昨日生まれたものではなく、何世紀もの歴史から生
十年ものあいだ偉大な日本の成功を心情的に分かちあって
まれてきたものなのです。それは数年数十年で失われること
まいりました。3月の壊滅的な地震と津波のあと、ブータン
はありません。そうした力を備えた日本には、非常に素晴ら
の至るところで大勢のブータン人が寺院や僧院を訪れ、日本
しい未来が待っていることでしょう。この力を通じて日本は
国民になぐさめと支えを与えようと、供養のための灯明を捧
あらゆる逆境から繰り返し立ち直り、世界で最も成功した国
げつつ、ささやかながらも心のこもった勤めを行うのを目に
のひとつとして地位を築いてきました。さらに注目に値すべ
し、私は深く心を動かされました。
きは、日本がためらうことなく世界中の人々と自国の成功を
←平成23年11月17日
常に分かち合ってきたということです。
本日は16日に行われたブータン王国ジグメ・ケサル・ナム
ゲル・ワンチュク国王夫妻を歓迎する宮中晩餐会での天皇陛
下のおことばと、17日のジグミ・ケサル国王陛下の国会での
演説全文を記録の意味で収録しました。どちらも素晴らしい
内容だと感じました。長くなったのでとくにコメントは書き
ませんが、宮中晩餐会に非礼にも欠席した一川保夫防衛相、
山岡賢次国家公安委員長、川端達夫総務相、細野豪志環境相
の四人は直ちに頭を丸め議員辞職して故郷に帰るべきです。

ブータン王国 国王陛下及び
同王妃陛下歓迎会

私自身は押し寄せる津波の
ニュースをなすすべもなく見
つめていたことをおぼえてお
ります。そのときからずっと、
私は愛する人々を失くした家
族の痛みと苦しみ、生活基盤
を失った人々、人生が完全に変わってしまった若者たち、そ
して大災害から復興しなければならない日本国民に対する
私の深い同情を、直接お伝えできる日を待ち望んでまいりま

ブータンの国旗は、19世紀の頃から
現在のものと似たものがあったが、
現在の形になったのは1960年であ
る。龍はドゥルック（Druk、雷龍の
意）と呼ばれるものであり、それは
ブータンがチベット語の方言で「龍
の地」として知られていることを暗
示している。龍の爪についているの
は宝石で、富を象徴している。背景
は二つの色に分けられており、それぞれ世俗の君主政治（黄色）と仏教（オ
レンジ）を象徴している。
（ウィキペディアから）

『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！☆
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■「ブータンは小さな国ではありますが強い国でもあります」
ご列席の皆様。私はすべてのブータン人に代わり、心から
いまお話をしています。私は専門家でも学者でもなく日本に
深い親愛の情を抱くごく普通の人間に過ぎません。その私が
申しあげたいのは、世界は日本から大きな恩恵を受けるであ
ろうということです。卓越性や技術革新がなんたるかを体現
する日本。偉大な決断と業績を成し遂げつつも、静かな尊厳
と謙虚さとを兼ね備えた日本国民。他の国々の模範となるこ
の国から、世界は大きな恩恵を受けるでしょう。
日本がアジアと世界を導き、また世界情勢における日本の
存在が、日本国民の偉大な業績と歴史を反映するにつけ、
ブータンは皆様を応援し支持してまいります。ブータンは国連
安全保障理事会の議席拡大の必要性だけでなく、日本がそのな
かで主導的な役割を果たさなければならないと確認しており
ます。日本はブータンの全面的な約束と支持を得ております。
ご列席の皆様、ブータンは人口約70万人の小さなヒマラ
ヤの国です。国の魅力的な外形的特徴と、豊かで人の心をと
らえて離さない歴史が、ブータン人の人格や性質を形作って
います。ブータンは美しい国であり、面積が小さいながらも
国土全体に拡がるさまざまな異なる地形に数々の寺院、僧院、
城砦が点在し何世代ものブータン人の精神性を反映してい
ます。手付かずの自然が残されており、我々の文化と伝統は
今も強靭に活気を保っています。ブータン人は何世紀も続け
てきたように人々のあいだに深い調和の精神を持ち、質素で
謙虚な生活を続けています。
今日のめまぐるしく変化
する世界において、国民が何
よりも調和を重んじる社会、
若者が優れた才能、勇気や品
位を持ち先祖の価値観によ
って導かれる社会。そうした
思いやりのある社会で生き
宮中晩餐会でご挨拶されるブー
ている我々のあり方を、私は タン王国ジグミ・ケサル国王陛下
最も誇りに思います。我が国 （代表撮影、産経ネットから、
は有能な若きブータン人の 下の画像も。通常ならは紀子妃
手のなかに委ねられていま 殿 下の席には雅子妃殿下がお
す。我々は歴史ある価値観を 座りになるケースなのですが。）
持つ若々しい現代的な国民です。小さな美しい国ではありま
すが、強い国でもあります。それゆえブータンの成長と開発
における日本の役割は大変特別なものです。我々が独自の願
望を満たすべく努力するなかで、日本からは貴重な援助や支
援だけでなく力強い励ましをいただいてきました。
ブータン国民の寛大さ、両国民のあいだを結ぶより次元の
高い大きな自然の絆。言葉には言い表せない非常に深い精神
的な絆によってブータンは常に日本の友人であり続けます。
日本はかねてよりブータンの最も重大な開発パートナーの
ひとつです。それゆえに日本政府、およびブータンで暮らし、
我々とともに働いてきてくれた日本人の方々の、ブータン国
民のゆるぎない支援と善意に対し、感謝の意を伝えることが
できて大変嬉しく思います。私はここに、両国民のあいだの
絆をより強め深めるために不断の努力を行うことを誓います。
改めてここで、ブータン国民からの祈りと祝福をお伝えし
ます。ご列席の皆様。簡単ではありますが、
（英語ではなく）
ゾンカ語、国の言葉でお話したいと思います。
「（ゾンカ語での祈りが捧げられる）」
ご列席の皆様。いま私は祈りを捧げました。小さな祈りで
すけれど、日本そして日本国民が常に平和と安定、調和を経
験しそしてこれからも繁栄を享受されますようにという祈
りです。ありがとうございました。
（ニコニコ ニュースから）

国賓 ブータン国王陛下及び王妃陛下のための宮中晩餐
平成23年11月16日（水）（宮殿）（御名代皇太子殿下のご代読）

国王王妃両陛下をお迎えするこの席において，私自身歓迎
の言葉を申し上げるべきところ，病気のため，かなわぬこと
になりました。誠に残念に思い，その失礼をお詫（わ）びし，
皇太子に私の言葉の代読を依頼いたします。
この度，ブータン王国ジグミ・ケサル・ナムギャル・ワン
チュク国王陛下が，ジツェン・ペマ・ワンチュク王妃陛下と
共に，国賓として我が国を御訪問になりましたことに対し，
心から歓迎の意を表します。この御訪問は，当初，本年5月
に国王陛下を国賓としてお迎えする行事として予定されて
いましたが，東日本大震災のため，陛下の深い御理解を得，
半年を経た今日まで延期のやむなきに至っておりました。こ
の間，貴国においては去る10月，陛下と王妃陛下の御成婚
の儀がめでたく執り行われ，ここに，御成婚間もない国王王
妃両陛下をお迎えできますことを，誠に喜ばしく思います。
去る3月の東日本大震災に際しては，国王陛下から，私に
対し，2度にわたって哀悼とお見舞いのお気持ちをお伝えい
ただき，また，日本赤十字社に対して心温まる御支援を頂き
ました。さらに，震災直後の3月12日には，ティンプー市内
で国王陛下の主催により，災害における犠牲者に対する追悼
式が行われた他，貴国の各地で追悼式や様々な募金活動が
行われました。貴国から頂いた，このように誠に心のこもっ
たお見舞いと支援に対して，改めて私どもの深い感謝の意を
表したいと思います。
振り返りますと，皇后と私が初めて貴国王室の方とお会い
したのは1975年，皇太子・皇太子妃の立場としてネパール
国の今は亡きビレンドラ国王の戴冠式に参列した時のこと
でした。この時，貴国を代表して出席されましたのは，前国
王陛下の姉君，貴陛下の伯母君に当たられるデチェン・ワン
モ・ワンチュク王女殿下でいらっしゃり，まだ20代になら
れたばかりのお若さながら，その立派な立ち居振る舞いで，
参列者一同の注目を集めておられました。私どもはすぐに
親しくなり，ネパールを発（た）つ前には日本大使公邸に
お招きし，朝食を共にいたしました。
陛下にお目にかかりましたのは，その時から31年の後，
今から5年前，現在洪水の被害が深く案じられているタイ国
バンコクにおいて，プミポン国王陛下御即位60年慶祝式典
が挙行された折のことでした。当時，まだ皇太子でおられた
陛下と，チャオプラヤ川を進む美しいロイヤル・バージを
展望するなど，式典の様々な行事に御一緒したことが思い起
こされます。
御父君のジグミ・シンゲ・ワンチュク前国王陛下には，
昭和天皇の崩御に際し，大喪の礼に御出席いただき，また，
私の即位の礼にも御列席いただいたことを，深く感謝してお
ります。前国王陛下が，お元気にお過ごしでいらっしゃると
伺い，誠に喜ばしく思います。また，前国王陛下にお招きい
ただき，これまで，皇太子と秋篠宮同妃が，貴国を訪問いた
しましたが，それぞれの訪問に際し，ブータン王室から温か
いおもてなしを頂いたことに深く感謝いたします。
本年は，貴国と我が国の間の外交関係樹立25周年に当た
りますが，両国間の交流は，外交関係樹立以前から行われて
いました。植物学者の中尾佐助氏は，1958年に貴国に数箇
月間滞在し，翌年，貴国の状況を本格的に紹介する書物を著
しましたが，これは，我が国国民にとり，貴国のことを知る
上で，初めての本となり，私もまだ若かった20代にこの本
を味わい深く読んだ思い出を持っています。中尾氏は，両国
の照葉樹林の植生の共通性や，貴国の風習や習慣，豊かな自
然について驚きと感慨を持って観察し，また，竹細工，漆器，
手漉（す）き紙などや，段々畑，棚田，米，麦，蕎麦（そば）
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の作付けなど，我が国にも通じる貴国の伝統工芸や伝統的農
こちらのエントリーもどうぞ！
業についても，興味深い記述を残しました。
・ねずきちのひとりごと 「ブータンとダショー西岡」
さらに，両国の交流の歴史で忘れてはならない一人に，
・正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現
1964年にコロンボ計画の農業専門家として貴国に派遣さ
「世界一、二を争う親日国家ブータン」
れた西岡京治（けいじ）専門家がおります。西岡専門家は，
-------------------------------------------------その生涯を通じて，貴国の農業振興に貢献した功績がたたえ
慰安婦の大嘘に反撃！
られ，前国王陛下より，「ダショー」の称号を授けられまし
た。ダショー西岡の意志を受け継いだ人たちが，現在では
貴国政府・関係機関の要職を占め，貴国の農業発展のために
日々活躍していると聞き，心強く思っています。
貴国では，1990年代の終わりから，王制から立憲君主制
への移行準備が進められ，2008年に，議会制立憲君主制へ
の移行が，平和裡（り）に実現されました。この過程におい
て，国王陛下御自身，皇太子として，また即位後は国王とし
て，全国を行脚され，民主化の重要性について国民との対話
に努められたことに，深い敬意を表します。
前国王陛下が提唱された「国民総幸福量」は，貴国の国家
運営の指針となり，貴国では経済成長を過度に重視せず，伝
統的な社会や文化，自然環境の保護に十分注意を払った国づ
くりが進められています。我が国においても，「国民総幸福
量」に学ぶところは大きいと受け止められています。
この度の御訪日を契機に，両国間の交流がますます活発に
なり，友好関係が一層進展していくことを望んでやみません。
【12.14カウンター抗議】慰安婦水曜デモ vs なでしこ
我が国は，今，秋も深まり，美しい紅葉の季節を迎えて
主計回復を目指す会、在特会も参戦！
おります。この度の御滞在が実り多く，思い出深いものとな
-------------------------------------------------りますよう，期待いたしております。
朝鮮高校 補助金、総連が流用！
ここに杯を挙げて，国王王妃両陛下の御健勝と，ブータン国
産経新聞11月18日31面の記事部分スキャン画像
民の幸せを祈ります。
（宮内庁HPから、天皇陛下のおことば）
（クリックで一面の関連記事）
→
皇太子殿下と乾杯される
ブータン王国ヅェチェン妃陛下

←天皇陛下のご容体と、
ブータン国王の来日
【今週の御皇室】高清水有子
[桜H23/11/17]
冒頭部分に注目、
ここから火がつきました。
平成23年11月17日
参議院予算委員会
宇都隆史議員（自民）

【関連ニュース】
・防衛相の晩餐会欠席
「ブータン国王よりもこっちが大事」野党徹底追及の構え
・防衛相の晩餐会欠席「政権全体の問題」と自民・谷垣総裁
・防衛相の晩餐会欠席 共産志位委員長「大きな問題行動」
・防衛相の晩餐会欠席
「資質も姿勢も欠けている」と公明・山口氏
・防衛相の晩餐会欠席
「片手間で大臣では困る」と自民・小野寺氏
・防衛相の晩餐会欠席「辞任に値する」と自民・脇氏

** 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
＊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！

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

