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前回例会（2486回）5／16の主な内容

05月16日 71.05％【会員43名】【内免除者5名】

例会日

04月25日

出席 欠席

メークアップ3名（78.95％）

本日のピアノ演奏

1、島唄 ２、カントリーロード 3、アルフィー

出 席 率

40

「最近の大学事情と大学生の意識」
大阪経済大学 副学長

草薙 信照氏
坦当：会員増強委員会

27

「守口の最近の犯罪情勢等について」
守口警察署 署長

秋山 士郎様
坦当：米山奨学委員会

◎幹事報告 幹事 川村 弘和
1、箕面ＲＣより春のライラ支援御礼が届いています。
2、職業研修派遣（ＧＳＥ）のご案内

派遣地区：ドイツ北部
派遣期間：2013年5月21日～6月21日
応募資格：25歳～40歳までの社会人
応募受付：2012年6月末まで

3、皆様から頂きましたバコロドＲＣへの義援金は
バコロド75周年記念式典に持参いたします。
理事会で義援金4000ドルの支出をすると決まっ
ておりましたが、白紙になりました。

4、次年度事業計画書は本日締切となっております。
5、次年度名簿の校正をお願いします。

◇◇◇委員会報告◇◇◇
◎社会奉仕委員会 （松尾委員長）

薬物乱用防止教室のご案内
日時：5月18日（金）13：30～15：25
場所：梶中学校
日程：6月4日（月）
場所：庭窪中学校
日程：6月7日（木）
場所：錦中学校

◎橋本理事よりご案内
フィリピン(バゴロドＲＣ)
創立75周年の式典のご招待
日時：2012年6月16日（土）19：00～
是非ご参加をお願いいたします。
渡比日 6月15日(金)出発

⇒6月18日（月）帰国

未来の夢計画
（Future Vision Plan）

11

30

◎ゲスト紹介
本日の卓話講師
水谷 秀志様 （水谷行政書士事務所）

卓話講師
水谷秀志様



卓 話 「 アメリカによる
日本の戦後統治」

私の職業分類はスイミングスクールです。縁あっ
て昭和54年から経営にたずさわっております。主に
15才以下の子供達にカリキュラムに従って泳ぎを教

えるのが主流ですが、最近は運動の負荷が自由に変
えられ、全身運動でスポーツ障害が少なく腰痛など
の治療効果もあるという諸点から中高年の皆様にも
おこしいただいています。我々の任務は多様なニー
ズに対応できる指導体制の維持にありますが基本的
に最も重要な社会的責務は安全な設備の維持にあり
ます。排水口の吸引事故防止措置や浄化設備、消毒
設備等の施設基準と共に水質基準も厚生労働省局長
通達によりこまかく規定されその遵守が求められて
いて、我々が一番神経をつかう日常業務です。①水
素イオン濃度②濁度③過マンガン酸カリウム消費量
（水のよごれの尺度）④遊離残留塩素濃度⑤大腸菌
群の5項目があります。営業時間中の1時間ごとの塩

素測定、プール管理日誌の設置の他専門分析業者へ
の月2回の依頼そして所轄保健所の立入検査もあり

官民あげて安全性の徹底がなされています。我が
プールにおきましては設置を義務づけられていない
二次浄化設置（紫外線殺菌装置）も設置しており安
全な水質維持に努めています。どうぞ安心して水泳
を楽しんで下さい。

石井 会員 先月の神戸、明石日帰り旅行では関係
の皆様に色々とお世話になり有うござ
いました。

水谷 会員 フィリピンより無事戻ってまいりまし
た。

松尾 会員 水谷先生をお招きし、卓話宜しくお願
いします。

大野 会員 ＲＣに入会させて頂き早や5年目を迎
え先月5年表彰を頂きました。

石橋 会員 正木会員、我がスイミングご入会有難
うございます。一日でも早くゴルフで
きますように！

5／16 誕生・ニコニコBOX 1,320,000円

◎会長の時間 会長 石橋 高夫

水谷 秀志様

と行動する不気味な日本人と見ていたのです。

このような日本人に対してアメリカは不正に対し
て恐れない、戦えない、卑屈、依存的、自尊心も自
衛本能も失った日本人の育成を行うために、アメリ
カは力と弾圧によって民族固有の伝統と歴史と道徳
心を否定して愛国心を根こそぎ抜き去ること、国の
指導者に対し不信感をかきたてること、共産主義者
に活動させて国論を分裂させることを目標に戦後統
治を実行しました。

「罪扶植計画」（WGIP：ウオー・ギルト・イ
ンフォメーション・プログラム）について！

その1 戦争で悪事を働いた日本が無条件降伏
をしたというワナ

1945年7月26日アメリカ、イギリス、中華民国が

ドイツのポツダムで発表したポツダム宣言は無条件
降伏を求めていない。
宣言の概要

「日本の軍国主義者・戦争指導者の除去」、「日本
の軍事占領」、「日本の主権を本州、北海道、九州、
四国と諸小島に限定」、「軍隊の武装解除と各自の
家庭への復帰」、「戦争犯罪人の処罰」、「言論、
宗教及び思想の自由、基本的人権の尊重」、「反民
主主義の排除」、「賠償と軍事産業の禁止」、「日
本国軍隊の無条件降伏」
第6条 軍国主義、世界征服をしようとした者は永

久に除去する。
第7条 日本の戦争遂行能力がなくなるまで日本の

諸地点を占領する。
第8条 「カイロ宣言」は履行され、日本国の主権

は本州、北海道、九州、四国と諸小島に限定
第9条 日本軍は武装を解除された後、各自の家庭

（ ～ 次ページへ続く ～ ）

唐突ですが、皆さんは日本の祝祭日に国旗を掲げ
ていますか？儀式の際には大きい声で「君が代」を
歌っていますか？

何か後ろめたいのも感じていませんか？それは、
占領時代にアメリカによって多数の日本人の脳にセ
ットされた「罪意識のプログラム」が現在も作動中
なのです。

日本の祝祭日に国旗を掲げたり、儀式の際には大
きい声で「君が代」を歌うと、天皇や戦争を美化す
る悪い日本人に見られるのが怖いのです。

占領国によって８日間で創られた国際法違反のパ
ッチワーク憲法を後生大事に守ること、日本人は戦
争犯罪人というプログラムが日本人の心でしっかり
と作動しています。このプログラムをデリートする
ことは簡単です。それはアメリカによる日本弱体化
の戦後統治のワナを知りアメリカの策略を知ればい
いのです。

アメリカという国は利益・リスク・理屈という三
つの「り」で説明できる国です。今日は限られた時
間の中で簡単にアメリカの日本統治についてお話し
します。

アメリカは日本人を、国家と天皇のためなら何を
しでかすか解らない「減私奉公」「バンザイ攻撃」

「婦女子による竹槍訓練」「特攻隊」、天皇の玉音
放送で敗戦を全国民が認め、興奮することなく整然



に復帰し、平和的な生活を営む機会を与え
られる。

第10条 我々は日本人を奴隷にしたり滅亡させよ
うとする意図はないが、我々の国の捕虜を
虐待した者を含む戦争犯罪人に対しては厳
重に処罰する。日本国政府は民主主義を推
進しなければならない。言論、宗教及び思
想の自由、基本的人権の尊重を確立しなけ
ればならない。

第11条 日本は、経済、産業を維持することを許
されるが、再軍備の産業は除く。原料の入
手は許可され、将来、世界貿易への参加も
ゆるされる。

第12条 前記の目的が達成され、日本国民が平和
的傾向を有し、責任ある政府が樹立された
ときには、連合国の占領軍は直ちに日本よ
り徴収する。

第13条 我々は日本政府が直ちに日本国軍隊の無
条件降伏を宣言し、日本政府がそれを保障
することを要求する。そうでなければ日本
はすぐに壊滅されるだけである。

その2 言論統制というワナ
占領軍の検閲には5076人の日本人、連合国軍属

538人、連合国民間人554人が動員され、当時の銀

行の頭取級の給料が支払われた。その費用は日本
政府の負担。日本人の内訳は、英語に堪能な進歩
人・高学歴であり、後には革新自治体の首長、ジ
ャーナリスト、学芸冊子の編集長、大学教授が加
わった。

戦後まもなく、「原子爆弾は国際法違反の戦争
犯罪である」とした鳩山一郎の談話を掲載した朝
日新聞は48時間の発行禁止処分をうけてその後、
大変お利口な新聞になった。

1945年9月21日「日本新聞遵則」を出した。
第1条 ＧＨＱに対する批判はいけない。
第2条 東京裁判への批判はいけない。
第3条 ＧＨＱが日本国憲法を起案したことについ

ての言及と批判はいけない。
第4条 占領軍が検閲をしていることに関する言及

と批判はいけない。
第5条 アメリカに対する批判はいけない。
第6条 ソ連に対する批判はいけない。
第7条 イギリスに対する批判はいけない。
第8条 朝鮮人に対する批判はいけない。
第9条 支邦に対する批判はいけない。
第10条 他の連合国に対する批判はいけない。
第11条 連合国一般に対する批判はいけない。
第12条 満州における日本人の取扱についての批

判はいけない。
第13条 連合国の戦前の政策に対する批判はいけ

ない。
第14条 第三次世界大戦への言及はいけない。
第15条 ソ連対西側諸国の「冷戦」に関する言及

はいけない。
第16条 戦争擁護の宣伝はいけない。

第17条 神国日本の宣伝はいけない。
第18条 軍国主義の宣伝はいけない。
第19条 ナショナリズムの宣伝はいけない。
第20条 大東亜共栄圏の宣伝はいけない。
第21条 その他、以上で特記した以外のあらゆる

宣伝は禁止。
第22条 戦争犯罪人の正当化、弁護の禁止。
第23条 占領軍兵士と日本女性が性的交渉を持っ

ていることを言ってはならない。
第24条 闇市の取引のことを言ってはならない。
第25条 占領軍に対する批判はいけない。
第26条 食糧不足を誇張してはいけない。
第27条 暴力と不穏の行動の扇動。
第28条 虚位の陳述をしてはいけない。
第29条 ＧＨＱやその他地方支部に対する不適切

な言及をしてはいけない。
第30条 真実の報道であっても時期尚早の発表は

いけない。
検閲資料の保存

アメリカの国立公文書館のメリーランド州にあ
る資料分館には約500箱の検閲済資料が保管されて
いる。

その3 東京裁判というワナ
東京裁判は「平和に対する罪」「人道に対する

罪」と法の不遡及に反する罪状で始めた戦勝国に
よる復讐の儀式。

日ソ中立条約を１方的に破棄して日本を攻撃し、
暴虐の限りを尽くし、しかも60万人もの捕虜を抑

留して、戦争が終わっても国際法に違反して日本
人を帰さない、まだポツダム宣言に違反して日本
固有の北方4島を奪ったソ連から判事や検事が呼ば

れている。ソ連は日露戦争からシベリア出兵、ノ
モンハン事件まで罪状にあげた。
裁判費用約27億円は敗訴した日本払い。

1946年4月28日・・Ａ級戦犯28名起訴
(昭和天皇の誕生日)

1946年5月3日・・東京裁判開廷
1948年12月23日・東条英樹ら7名に死刑執行

（平成天皇誕生日）

おまけ
日本人の精神年齢

マッカーサーが米国への帰国後、「日本人は、
占領が終わって独立国になってもなお、占領時代
の自分のダマシに気がつかないから、日本人の精
神年齢は12歳だ」と嘲笑したことは有名。
日本語のローマ字化

1928年、日本の戦後統治を進めるために「日本

語は漢字が多い為に覚えるのが難しく民主化を遅
らせている」とするジョン・ベンゼルという若い
将校が日本語をローマ字化しようとした。

それに反対した言語学者の柴田武は猛反対して、
日本人の15歳から64歳までの約1万7千人に対して

全国試験調査「日本人の読み書き能力試験」を行
った結果、漢字の読み書きが出来ない人は2.1％に

とどまり日本語のローマ字化は撤回された。(完）


