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☆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） 

わからない事は 
調べましょう！ 

＊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。

 民主党政権が発足して13ヶ月。鳩山内閣、菅内閣の想定
以上の酷さに「怒りが爆発！」、血圧は上がる一方でした。
もともと「党の綱領」など存在せず、選挙互助会で思想信条
（いまとなってはそんなものあるのか！という気持ちです
が）もバラバラ。第一、辛辣な言い方ですが「日本国が存在
するとはどういうことか」、「政治の仕組みという基礎知識」
が判っていない、と思ってましたから予想はしていたのです
が、それにしても酷い、酷すぎます。 

 当然、私たち「日本が好きな草の根」日本軍としては長嶋
昭久、松原仁、渡辺周三氏に代表される、いわゆる保守系  
議員に期待してきたわけですが、正直言って裏切られ続けた
13ヶ月だっと思います。さすがに尖閣問題では抗議の声明や
建白書を相次いで発表して存在感をそれなりに示しました。
しかし、これも「聞き届けられないのならば集団で離党する」
という覚悟や行動が伴わないので、「保守議員として言う  
べき事は言った」とアリバイ作りにすら感じてしまいます。 

 そういう私たちの気持ちを察してか、正論11月号が松原
仁議員へのインタビュー記事（9ページ）、それも私たちが
聞きたかったことをズバリ質問してくれました（拍手）。  
以下、その一部を抜粋して紹介します。詳細は本誌を購入の
上で全文を読破して欲しいのですが、一口で言うと松原仁 
議員は、我々が「反日軍」と思っている民主党を「日本軍」
に変えられる可能性はまだある、といっているも同然です。 

 バカ云え！ですよ。「売国反日
の民主党」が国益を追求する政党
に、ですか？そんな無駄な可能性
を追求するよりさっさと集団離
党して「日本軍」に合流せよ！と
言いたい。日本軍が優勢となって
本格保守の救国内閣が出来れば、
あなたの主張する政治がすぐに実現できる。あなた方の勇気
ある行動がそれを可能にするのです。もう時間はありません。
重ねて繰り返します。「民主党の心ある日本が好きな国会議
員諸君、集団離党を一刻も早く決断しろ！」と。  

 

総力特集Ⅱ やっぱり民主党政権では日本はもたない……
キーマンに直撃インタビュー 

民主党内の保守派は本当に死んだのか 

すべては国益のために 

―仮に民主党が円高株安の危機を乗り越え、若葉マークを外
すことができたとして、その先に目指すのは何でしょうか。 

松原 本当の意味での国益を追求するということでしょう
ね。そんなことが民主党に出来るのかと、また言われそうで
すが（笑）。しかし、党内には旧社会党系の左の議員もいる
けれど、国益を追求するという目的自体には、誰も反対出来
ないんです。問題は何が日本の国益かということ。それはし
っかり議論していきます。議論していけば、常識的なところ
に落ち着くと思うんです。 

 大切なのは、私たち政治家は目の前の有権者のことだけで
なく、その子供たちや孫たちのことも、父母や祖父母など先
人たちのことも、しっかり認識しなければならないというこ
とです。保守主義の父といわれるイギリスの思想家エドモン
ド・バークは、「国家は現存する者たちだけで運営されてい
るのではなく、すでに死亡した者、あるいは将来生まれてく

る者との共同作業として運営されている」という名言を残し
ましたが、国益を追求する政治というのは、過去から現在、
未来へとつながる歴史的文化的連帯感に依拠しなければな
りません。 

 そして、まさに民主党は今、経済再建という国益のために、
一致団結して取り組んでいるところです。外交でも、尖閣問
題で理不尽塗言動を繰り返す中国に、結束して対応しなけれ
ばなりません。こうした現実の体験が、左派を含む民主党議
員の意識を変え、誰もが「国益のために」と考えるようにな
ることを、私は期待します。 
 

―多くの民主党議員が「国益のために」という意識を持てば、
外国人地方参政権なども成立しないでしょうね。 

松原 そう。これまで外国人地方参政権に賛成する理由の多く
は、外国人も日本に住んでいれば税金を支払うのだから、その
税金の使い道を決める政治に参加する権利があるーというもの
でした。この考え自体間違っているのだけれど、何より、参政
権が国益になるかどうかの視点がすっぼり抜けていますよね。 

 言うまでもなく、地方政治といえども国益に密接に結びつ
いています。原子力発電所などのある自治体の行政は国家の
エネルギー政策と不可分ですし、普天間飛行場の移設先が 
間われた沖縄県名護市の選挙をみれば分かるように、国家の
安全保障政策を左右することもあります。 

 では、外国人地方参政権が日本の国益につながるかといえ
ば、誰もYESとは言えないでしょう。せいぜい、参政権を求
めている韓国との関係が一時的に良くなるかも知れないとい
う程度で、逆にリスクが大きすぎる。分かり易い例を挙げれ
ば、竹島のある島根県隠岐の島町に在日韓国人が多数移り住
んだらどうなるか、あるいは尖閣諸島の属する沖縄県石垣市
で在日中国人が影響力を持ったらどうなるかを考えればいい。 

 在日の方々を批判しているわけではありませんよ。国籍とい
うのは、それほど重いものであり、どこにいようと自分たちが
最終的に帰属する国家の利益になるよう努めるのは、当然の 
ことですから。しかし繰り返しになりますが、民主党が挙党態
勢で経済再建を成し遂げ、政権運営の若葉マークがとれれば、
この問題もおのずと国益の観点から議論されるようになると
思います。そして将来的には、自民党政権では実現しなかった
本物の国益を追求する政治ができるようになるかも知れない。 
 4月17日、日本武道館で行われた「外国人参政権に反対する 
 国民集会」（一万人）でスピーチする松原仁議員。 

 ヤジの凄さで松原議員に対する「冷たい視線」が理解できる 

 と思います。でも私は良く出てきたと思います。 

 

保守は死んでいない 

―本物の国益というと? 

松原 端的に言えば、アメリカに左右されない国益ですよ。
戦後の日本は、アメリカの国益に反しない範囲でしか国益を
追求出来なかった。例えば二十年前だったら、円がアジアの



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。 

 松原仁議員にインタビュー（正論11月号） 
（http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1838200）

 夢想から目を覚ませ、すぐに集団で離党しろ！ 
  民主党が国益を追求する党になる為 
  私たち国益重視派が踏ん張る？ （2010/10/11）2/4

 

      『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…」 

http://twitter.com/#!/hanausagifan

☆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） 

わからない事は 
調べましょう！ 

＊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。

基軸通貨になる可能性がありましたよね。そう主張する専門
家もたくさんいたのに、アメリカににらまれるから、自民党
政権下ではまともな議論さえできずにチャンスを逃してし
まった。もしも円が基軸通貨になっていれば、その影響力は
絶大ですから、今のような円高に悩むこともなかったはずです。 

 憲法改正にしても、平成十四年の小泉訪朝で北朝鮮が拉致
の事実を認めた時が、過去二十年間で最大のエポックだった
と思う。当時は国民の間に、憲法前文にある「平和を愛する
諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持
しようと決意した」というのがとんでもない誤りであって、
北朝鮮のような“ならずもの国家”には毅然として対峙しな
ければならないという国家意識が急速に高まりました。 

 世論調査でも憲法改正すべきという意見が過半数を大き
く超え、安倍元首相のいう戦後レジームとやらを一気に打破
する最大のチャンスだったのに、自民党政権は動かなかった。
その背景には、他国に対する気兼ねがあったのでしょう。か
わりに小泉首相と竹中平蔵経財担当相が行ったことは、聖域
なき構造改革の名の下でアメリカの年次改革要望書をせっ
せと受け入れることでした。 

 それで何が一番困るかと言えば、日本人の気概がどんどん
失われていくんですね。自国のことを自国で決められない、
どうせアメリカの言いなりだろうというのは、雰囲気で分か
りますから。最近の中学生レベルの意識調査で、自分に自信
が持てない中学生がアメリカや中国では全体の一五%しか
いないけれど、日本では七〇%もいるというデータがありま
すが、国家に自信が持てないことと無関係ではないでしょう。
そういう国家に誰がしたのかと言えば、民主党じゃないです
よ。保守を掲げる自民党なんだ。 
 

―しかし…。 

松原 いや、もう少し言わせてください。実は私は、保守と
いう言葉が持つ意味についても、考え直すべき時が来ている
ように思っています。 
 

―保守の意味…ですか? 

松原 ええ。自民党ではハト派の宏池会系でさえ、保守本流
を名乗りますよね。しかし彼らが何を“保守”してきたのか
といえば、アメリカの庇護の下で経済成長を優先する “戦後
政治” のスタイルそのものです。その功績を一概に否定する
つもりはありませんが、東西冷戦が終焉し、ますます複雑化
する現在の国際社会においては、もはや通用しません。 

 つまり私が言いたいのは、一口に保守と言ってもいろいろ
ある。戦後政治のスタイルにしがみつくのも保守とイメージ
されるし、親米を通り越してアメリカ一辺倒の保守もある。
しかしそれは、私たちの目指す政治ではないということです。 

 私たちは、戦後はもとより戦前、それ以前の二千年に及ぶ
日本の歴史文化に思いを巡らし、後世からも評価されるよう
な、本物の国益を考える政治を行いたい。保守というより国
益主義、国益重視派です。そして国益とは、物心両面におけ
る日本および日本人の営みを高めることのなのです。 
 

―なるほど…、しかしですね… 

松原 ならば民主党でアメリカの圧力を跳ね返すことがで
きるのか、本物の国益を追求することができるのかーと聞き
たいんでしょう。現時点で言えるのは、その可能性はある、

ということです。だから私は民主党にいるんです。民主党は、
自民党のようにアメリカ一辺倒ではありません。拉致問題の
時にみられたような国民意識の高まりがあれば、その流れに
乗じて一気に突っ走ってしまうようなところがある。 

 もちろん、現在の民主党のままでは無理です。突っ走る方
向が逆という結果にもなりかねない。民主党が本物の国益を
追求する政党になるためには、まだまだ試行錯誤が続くでし
ょう。その中で私たち保守派ーいや、もう国益重視派と言い
ましょうは、ますます踏ん張らなければならない。 

 民主党の保守派が死んでしまったのかと聞かれれば、答え
は断然NOです。本物の国益を追求するため、さしあたって
は経済再建を成し遂げるため、これまで以上に活動していく
決意です。（正論11月号、P222-PP224） 
 

～～～コメント欄より～～～ 
◆松原氏は「北朝鮮拉致」問題で家族会の信頼を得ていたにも 
拘らず、「北朝鮮船籍 臨検法」を骨抜きにした民主党案に何か
猛反発したという形跡がありましたか？ 

松原氏が目指す民主党の国益ってどんなんでしょう・・「政権交
代」以来「普天間問題」は今に到るも迷走中であり 米国との関
係希薄化が今般の「尖閣」問題の下地にあるとは 多くの専門家
が謂ってるところ。 

米国に頼らない「安全保障」策があるなら開示すべきでしょう。 

それなくしてああたらこうたらはっきり言ってこのインタビュ
ー、みっともないの一言です！ 

・・で、最後がなんの脈略もなく「経済頑張ります」？  

読んでて「ガクッ」と来ました。「雇用創出」に頑張るならまだ
分り易いですが一口に経済と謂われてもね。この「円高」状況は
松原氏が「経済」を俄か勉強しても変わらない歴史的スパンでみ
るべき根源的なもの・・と認識しますが。 

松原氏も政権党の旨みから離れることはないでしょうが、でも 
遣れることはあるでしょう。民主の保守派と謂われる方々は一様
に小沢一派でした・・幸い、反主流でも半数の議員を握ってるん
ですから（親分の動きは「強制起訴」で身動き取れ難いでしょう
から） 公明と組ませる事無く「人権擁護」「外国人参政権」等々
の日本解体法案を体を張って阻止しろと云いたい。  

次期総選挙はいくらマスゴミが庇い立てしても「国益毀損」続け
る民主に風は吹きません・・！ 

選挙に弱い松原氏は踏ん張り所を間違えないようにしないと 
一欠けら残ってる優しい保守派をも裏切れば未来は無いと思う
べきでしょう。 

春先でしたか、某「外国人参政権」反対集会で松原氏に関する疑
問が出た折、すぎやま氏は「ぼくは松原さんは日本軍と思う」と
庇ってたのが印象に残ってます。 

・・・・・・・ 

Commented by 花うさぎ さん  

ご意見、ありがとうございます。 

>すぎやま氏は「ぼくは松原さんは日本軍と思う」と庇ってたの
が印象に残ってます。 

そう思っている人が多いと思います。だから「反日軍との戦いに
もっと積極的な役割を果たしてくれ」と期待すると、それは裏切
られてきた、という流れだと思います。  

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

◆松原氏の自民党批判は一理ある。けど、お前が言うな、と言いたい。 

西村真悟氏は（自民党じゃなかったけど）、核武装の議論が必要
と防衛庁政務次官として言ったとき、それだけでマスメディアは
地雷を踏んだとばかりに大騒ぎしました。真っ当な保守の政治を
しなかったのじゃなくて、世論が許さなかった風潮がある。 

自社政権、自公政権で日本の舵取りをして実に難しかったと思います。 

松原氏に言いたいですね。あんたが保守の旗手になれるとか、と。 

それほどの根性も老獪さもないのは、残念ながら、実証されてし
まいました。 
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花うさぎさんは、党を出てみろって言うけど、わたし的にはこの
手の人に税金使って貰いたくない。 

松原氏の他にも民主党の保守系で真剣に一生懸命頑張っている
人がいるでしょう。 

それは信じますが、力不足。覚悟不足。お任せできない。  

・・・・・・・ 

Commented by 花うさぎ さん  

>松原氏の自民党批判は一理ある。けど、お前が言うな、と言い
たい。      自己正当化の道具に自民批判を使ってますね。 
 
>それほどの根性も老獪さもないのは、残念ながら、実証されて
しまいました。  御意！。 
 
>それは信じますが、力不足。覚悟不足。お任せできない。 

とりあえず、抗議声明を出した松原仁の73人、建白書の長嶋昭
久の43人、あわせて116人が飛び出すだけで政界再編は間違い
ないので、それを期待しているのですが、甘いかな～(^^；。 

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

◆民主党に党綱領が無いそうですが、反日が綱領でしょう。反日
を綱領にはできないので、綱領が無い。民主党内の保守陣営も反
日成りすまし保守？ そう考えると、辻褄が合ってしまう。 

菅政権が目指しているのは、一党独裁。政治主導の下に、司法、
行政を党の支配下に置こうとしている。検察審議会も市民派弁護
士が出てきたようですし、検察の混乱振りも異様です。 

私が議論した人たちの中には、民主党支持者がかなりいます。 
もっとも、皆さん政治の話は、したがりませんが。 

ともあれ、民主党が、早く解体されることを祈ります。  

・・・・・・・ 

Commented by 花うさぎ さん  

>民主党内の保守陣営も反日成りすまし保守？ 

>そう考えると、辻褄が合ってしまう。 

そうなんですが、実際は決起する勇気と行動力がないだけだと 
思います。本当はすぐにでも「たちあがれ日本」に移籍して欲し
いくらいなのですが。 
 
>ともあれ、民主党が、早く解体されることを祈ります。 

はい、放っておくと限りなく日本の国益は蝕われてしまいます。
そのためにもこの尖閣への対処、例えば「ビデオ公開」しないと
いう内閣の方針を不服として離党する勇気を持って欲しいと願
っています。 

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

◆民主党の解体は、支那共産党の将来の雛形である。 

一つ違うところは、支那共産党は、理不尽でも不条理でも我が意
を通すというところである。 おや？民主党の闇法案と共通点が
ありますね。似ているのかな？似たもの同士は戦争に発展する。 

ソビエト・支那共産党の国境紛争が前例にある。 

日本国民が民主党を選択をしたが、国民の責任でもって解体しな
ければいけない。国民は、日本を守る為に責任を果たさなければ
いけない。戦後初めて国家的責任を国民自ら取り手本となす。  

・・・・・・・ 
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>似ているのかな？似たもの同士は戦争に発展する。 

全体主義という点では似てますが、民主党政権は支那には「主張
ひつつ」できない亡国内閣ですね。 
 
>戦後初めて国家的責任を国民自ら取り手本となす。 

ああ～、良い言葉です。日本人には民主党政権を解体しなければ
ならない責任がありますね。 

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

◆松原氏「民主党の保守派が死んでしまったのかと聞かれれば、答
えは断然NOです。本物の国益を追求するため、さしあたっては経
済再建を成し遂げるため、これまで以上に活動していく決意です。」 

民主は終わっているに答えはイエスです。 
まだ、民主党に期待しているところが、ノー天気ですね。 

自民党よりましな政策を実行したといえるのか、国益をどれだけ 

損ねてきたか自覚できないようでは、もう期待ゼロです。 

尖閣ビデオ公開ぐらいきっちり要求しなさいよ。  

・・・・・・・ 
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>民主は終わっているに答えはイエスです。      御意！ 
 
>まだ、民主党に期待しているところが、ノー天気ですね。 

選挙が弱いので(^^； 
 
>尖閣ビデオ公開ぐらいきっちり要求しなさいよ。 

それも「進退をかけて」お願いしたい。危機感がまるで「ゆるゆ
る」です。 

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

◆私は、民主党内に松原仁のような議員が何人が居ても良いと思
います。民主党分裂の危機を常にはらんでいる方が売国政策に歯
止めがかかります。 

「それなら民主党を出ろよ！」と怒る人も居ますが、それを言っ
たら自民党にも多くの国賊議員がおり、戦後65年間やってきた
ことは日本を滅ぼす政策ばかりでしたから、私も同じように自民
党内の愛国議員にも「だったら自民党を出ろよ！」と言いたくな
ります。日本創新党は首長経験者じゃないと入れてくれないそう
ですし。新風に来てくれれば最高ですが、なかなかそういうわけ
にはいかないでしょう。 

松原仁の悪かったところは、もっと早く最初から外国人参政権に
大反対の声を上げなかったことですね。もっと早い時期に外国人
参政権付与に大反対の声を上げるべきでした。 

・・・・・・・ 
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>民主党分裂の危機を常にはらんでいる方が売国政策に歯止めが
かかります。 

それだと現状の民主党政権を是認することになりませんか？ 
 
>私も同じように自民党内の愛国議員にも「だったら自民党を出
ろよ！」と言いたくなります。 

救国の保守政権を樹立しようという場合、自民党が核になること
は間違いありません。その場合は自民党は、ご指摘の非難されて
いる国賊議員ではなく創生日本ですし、出て行きたいなら「国賊
議員」が出て行け！ということです。 
 
>もっと早い時期に外国人参政権付与に大反対の声を上げるべき
でした。 

反対そのものは前から言っていたのですが、表に出てきたのは意
外と最近ですよね。  

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

◆エントリーにあげてくださったインタビュー抜粋を読んだだ
けですが、松原さんの言っていることはよくわかりません。筋が
通っていないし、民主党にとどまっていることを無理やり理屈づ
けして正当化しているようにしか思えないです。今の民主党、と
くに現政府、内閣を見ればとても国益を守るようなメンツではな
いというのは、内部にいる松原さん自身が一番よくわかっている
ハズです。それをまあどうやって国益を守る保守的政党に変えて
いくというのか。。。。。本当に出来ると思っているのでしょうかね。 

書生のような青臭い理想論を言うのは誰でもできます。政治家は
実際に行動してみて初めて評価されるのです。長く野党暮らしで
ようやく与党の旨みを味わえている今は、松原さんだけでなくほ
かの保守的考えの人達もそう簡単に離党はしないでしょう。民主
党内に残るのであれば、ならば、せいぜい売国的法案が成立して
しまわないよう、身体を張ってでも阻止してもらいたいものです。
党議拘束に背いてでも信念を貫く覚悟を見せてくれれば、民主に
いても評価されるというものです。それが真の政治家です。 

・・・・・・・ 
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>民主党にとどまっていることを無理やり理屈づけして正当化し
ているようにしか思えないです。     私もそう思います。 
 
＞本当に出来ると思っているのでしょうかね。 
思っているとしたら「大馬鹿者」ですね。 



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。 

 松原仁議員にインタビュー（正論11月号） 
（http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1838200）

 夢想から目を覚ませ、すぐに集団で離党しろ！ 
  民主党が国益を追求する党になる為 
  私たち国益重視派が踏ん張る？ （2010/10/11）4/4

 

      『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…」 

http://twitter.com/#!/hanausagifan

☆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） 

わからない事は 
調べましょう！ 

＊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。

 
>党議拘束に背いてでも信念を貫く覚悟を見せてくれれば、民主
にいても評価されるというものです。それが真の政治家です。 

そこまで覚悟はあるでしょうかね？行き着く先は「離党」ですが。  

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

◆松原仁や長島明久等の民主党保守派は確かに主張は間違いな
く保守でしょうが、自民党から立候補できず、しかし議員に何が
何でもなりたいと思う有名病の人は間違いなくフォローが吹く
民主党の推薦を貰って選挙にでるでしょうね。つまり、当選確実
の実践をしただけです。 

しかし、我々が見抜いているように民主党はアメリカのリベラル
たる民主党とは似ても似つかず、社会党系、組合系、朝鮮系、同
和系が跋扈する社会・共産主義信奉のゴロツキ政治集団だという
のは常識です。 

こんな党から推薦を貰って出馬すること事態、保守の国家観もな
く、依って保守主義の主張もなければ、公人で死す意気地もない
自己実現が最優先する腐った野郎共です。 

政治家は言葉と実行が命です。一度、「おかしい？」と思われた
らそれで政治使命は終えてますよ。 

どうせ良い仕事なんかできませんから。 

松原仁は次回選挙で石原息子に負ければ「様を見ろ！」ですよ。 

私は絶対、松原仁は信用しません！ 

ついでに民主党中堅どころの長島もそうですし、渡辺周？、ヘラ
ヘラ男の大塚耕平も薄っぺらくて到底信用に値しません。 

寧ろみんなの党の江田とか元民主政策委員のギョロ目のXXの方
が骨がありますよ。 

・・・・・・・ 
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>公人で死す意気地もない自己実現が最優先する腐った野郎共です。 

そうではない事を祈って呼びかけ続けているのですが。 
 
>政治家は言葉と実行が命です。一度、「おかしい？」と思われた
らそれで政治使命は終えてますよ。 

う～ん、本人に是非聞かせたい言葉ですね。 

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

◆かねがね言われているように民主党は政党の名に値しないた
だの選挙互助会であることからすれば、松原議員や渡辺議員が離
党しないのは当然のことです。彼らは自民党から立候補できない
から民主党にいるのであって、もし自民党が公認するということ
で誘いを掛ければホイホイと離党するでしょう。ただ自民党の選
挙支援体制は既に相当傷んでますから、今となっては無理かもし
れませんね。 

ところで10.2デモに国会議員の誰一人来なかったこととマスコ
ミが一斉に黙殺したことは関連があるように思います。つまり国
会議員たちには事前にマスコミが報道規制をすることを知らさ
れていたのではないかということです。地方議員ならいざ知らず
関東近辺が選挙区の保守系国会議員もたくさんいますし、比例代
表当選組にはそもそも地元はないでしょうから、当日参加するこ
とは可能なはずです。それなのに足並み揃えて不参加というのは
こういう理由があるように思えてなりません。 

10.5の集会には何人かの国会議員が出席したようですが、デモ
に関する内外報道格差がネットで大騒ぎになったので、ニュース
バリューありと考えて出てきたにすぎないのではと勘繰ってし
まいます。 

国会議員は票になるかならないかで動く生き物だとすれば、世論
をもっともっと盛り上げるしか彼らを動かすことはできない。今
の我が国の政治家は政治指導者として国民を領導するなどとい
うことは到底できないと思ってかかった方が、後々落胆失望の度
合いを和らげてくれるのではとも思ったりしています。  

・・・・・・・ 
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>国会議員たちには事前にマスコミが報道規制をすることを知ら
されていたのではないかということです。 

いや、水島さんも言ってましたが、土日のイベントには昔から議
員は出ていない、保守系の抗議行動を報道しないのは今に始まっ
た事ではない、と言うのが本当のところだと思います。 

ところが今回は海外の通信社が予想以上に大きく扱って話題と
なってしまったため、国内メディアの異常性が浮き彫りになって
しまった、引っ込みが突かないし今更後追いは出来ないので、「困
った」という処でしょう。 
 
＞後々落胆失望の度合いを和らげてくれるのではとも思ったり
しています。 

はい。逆に普通の草の根の行動が議員を動かす、という方向しか
ないですね。 

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

◆はじめまして。やっぱり松原仁氏にはがっかりしました。 

アメリカのいいなりになりたくないならまず、自分の国は自分で
守れるほどの軍事力もってからだと思います。大体今まで日本が
シナとかソ連に占領されなかたのはアメリカがいたからです。尖
閣諸島の件ではっきりしました。 

もし、アメリカがいなかったら日本はもうとっくにチベットのよ
うになってたと思います。  

・・・・・・・ 
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>やっぱり松原仁氏にはがっかりしました。 

何か「緩い」と感じさせますよね(^^；。 
 
>アメリカがいなかったら日本はもうとっくにチベットのように
なってたと思います。 

そうなっていたら今頃は「日本語の使用禁止」「日本人同士の結
婚禁止」とかごちゃごちゃにされていたでしょうね。 

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

◆松原氏の言っていることは「お利口さん」な内容だけで、実際
には何ら説得力のない、根拠のない戯言にしか思えません。 

民主党の主流派を見たって、生まれ変わっても保守になれないだ
ろうと思う人ばかり。しかも真っ赤な政府は刻々と日本を危うく
している。 

そんなやつらを相手に何を話し合うのでしょうか？ 

民主党はアメリカ一辺倒ではないどころか、特亜べったりで、 
同盟国としての信頼は失われていくのに、どこが「国益重視派」
なのか？ 

彼は民主党にいるからこそ「貴重な存在」の保守派として注目さ
れている、その旨味を利用しているとしか思えません。 

どんどんメッキがはがれている。こんな中途半端な輩が保守、 
国益を口にするな、恥を知れ、と言いたいです。 

花うさぎさんのブログは好きでときどきのぞいていました。 

でも自分ごときが書き込みするなんてまだまだと思っていまし
たのに、腹がたって勢いで書き込んだ上に表現がきつくなってし
まいました。 

いちおう大和撫子でございます。今後ともよろしくお願いいたし
ます。  

・・・・・・・ 
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>民主党はアメリカ一辺倒ではないどころか、特亜べったりで、 

>同盟国としての信頼は失われていくのに、どこが「国益重視派」
なのか？ 

全くその通り！です。 
 
>こんな中途半端な輩が保守、国益を口にするな、恥を知れ、と
言いたいです。 

こういうのに限ってテレビで発言するから「民主党もまともだ」
と勘違いさせる効果があるんですね。これで随分といままでやら
れてきました。全然政策に反映されない「個人的意見」なのに、
です。 
 
>いちおう大和撫子でございます。今後ともよろしくお願いいた
します。 

おお～ようこそ。ここは過激な割には女性の読者も多いのでどん
どん書き込んで下さい(^^)。  


