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女性の会愛知が「憲法おしゃべりカフェ」を開催
日本女性の会愛知では、
「憲法おしゃべりカフェ」を
開催中であるが、先の小
牧会場に続き、６月２８
日（火）名古屋でも開催
された。講師のいさやま
ひとみさんは、プロジェク
ターで画像をふんだんに
使ってお話しされ、初め
ての方にも大変わかりや
すいと好評である。９条に
は１項と２項があることを
知らなかったと言われる
方もあり、今後の奮発材
料となった。終了後は、
会場を移して、和気あい
あいとした茶話会がもた
れた。

南部文宏議員が愛知県議会で一般質問に登壇しました
質問内容の骨子
①県内で、少なくとも129人の教員が教
科書会社から金品をもらって、検定中の
教科書を閲覧していた問題で、関係した
教員らを次回の採択事務から外すべき
と考えるが、愛知県教育委員会の見解
を伺いたい。
②独占禁止法違反の疑いのある教科書
発行会社に対して、県独自のペナル
ティーを課すなどの対応をすべきと考え
るが、県教育委員会の見解を伺いたい。
③市町村による単独の教科書採択の要
望があれば、進める考えはあるか、県教
育委員会の見解を伺いたい。

名古屋東部支部第33回街頭活動
ポスティング活動実施！
●開催日時 ６月１９日(日)午後１時～午後３時
●会場：昭和区御器所交差点南西角地
●参加者数２名●内容：ポスティング活動：今回
はあいにくの雨天となり街宣活動を実施するのは
困難と判断した為、御器所駅周辺地域へポステ
ィングを行いました。悪天候の為、思うように効率
は上がりませんでしたが限られた時間を有効に活
用いたしました。☆次回予定 ７月１７日（日）●
内容 街頭演説活動「自主憲法制定について」
●場所 御器所交差点周辺●時間 午後１時
～午後３時※終了後、ミーティングを付近の喫茶
店にて行う予定です。●お問合せはメール
（kakehashi_katou@hotmail.co.jp 加藤貴之宛）
までお気軽にご連絡の程、宜しくお願い致します。
（名古屋東部支部 事務局長 加藤貴之）
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県教育委員会の回答
①次の教科書採択で、選定資料
の作成に関与させず、各採択地
区に対しても関与しないよう助言
指導すると教育長が表明した。更
に、教科書や指導書の執筆や意
見聴取に関わった教員を採択に
関与させない県独自のガイドライ
ンを作る考えを示した。
②に対しては、県独自のペナル
ティーは考えていないと回答した。
③に対しては、従来通りの主張を
繰り返した。
今回の成果は、①の金品を受け取った教員らを次の採択事務に関与させないとする答
弁を引き出したことであつたが、いまだ教育委員会の旧態依然とした姿勢が印象的で
あった。 南部議員の更なる教育行政の是正に期待したい。（登壇は6月23日）

御寺泉涌寺を護る会 総会参加報告
６月の初旬、御寺泉涌寺を護る会の年に一度の総会がハイアットリージェンシー京都
で執り行なわれました。日本会議愛知県本部からは森理事長、森喜隆さん、金山神
社の上原さん、私の４名が参加しました。せっかくなのでその前にホテルのすぐ南に位
置する後白河天皇の法住寺陵を森理事長、森喜隆さんと共に参拝しました。合掌。
後白河法皇は譲位後ここを中心にした広大な法住寺殿を営まれたそうです。参拝を
終えた私たちはハイアットリージェンシー京都に向かいました。例年の総会は、泉涌寺
の中の講堂で開催されるのですが、今回は発足五十周年の記念総会ということでお
食事付きの豪華版でした。総裁宮でいらっしゃる秋篠宮殿下、同妃殿下も御臨席に
なり私たちと同じ食事をされるという何とも貴重な会となりました。人間国宝の井上八
千代さんの京舞も披露されました。ただ、例年は参加者が百名ほどなのが今回は二
百名ほどの出席となり、指定された席は後部席でした。しかし、その席近くの出入り口
から両殿下はご入場、ご退場になったため、間近でお姿を拝すことができてとても感
激しました。また、来年の総会が楽しみです。（愛知県本部 事務局 松川秀康）
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愛知県護国神社清掃奉仕予定
■８月７日（日）午前７時開始。
■引き続き９月４日（日）午前８時開始とします。
■軍手を必ずご持参ください。また、小雨なら社殿
の木枠拭きをしますので雑巾をご持参下さい。大雨
は中止になりますが疑わしい天気の場合には、現場
責任者の服部宛、電話 (070-6583-4588)を下さい。
★７月３日は、１４名の方が参加しました。

（７月３日 奉仕後に撮影）
●「日本の息吹」を引続きご購読くださいますよう
お願いいたします。
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