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皇太子殿下奉送迎活動報告
皇太子殿下におかれま
しては、去る８月７日～
８日の２日間、愛知県を
行啓あそばされました。
７日には、安城市と西
尾市を御視察。８日は、
第１８回結晶成長国際
会議への御臨席と熱田
神宮を御参拝なされま
した。各地で国旗小旗
による奉迎をお受けに
なり、御機嫌麗しく御帰
京されました。

名古屋東部支部
第３２回街宣活動実施！

春日井支部が河添恵子氏
講演会を盛大に開催！
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去る８月４日、春日井支部主催によ
去る８月４日、春日井支部主催によ
る河添恵子氏講演会が開催された。
る河添恵子氏講演会が開催された。
約１時間半にわたって、何故、中国
「中国が仕掛ける歴史戦に日本が負
が歴史戦を仕掛けて来るのか、そ
けないために」とのテーマで約１時間
の意味について詳しく解説された。
半にわたって、何故、中国が歴史戦
歴史戦は軍事的侵攻の前哨戦であ
を仕掛けて来るのか、その意味につ
る。連日の中国軍艦や漁船団の尖
閣領海を侵入が伝えられているが、
いて詳しく解説された。
いまや歴史も軍事も同時進行であ
歴史戦は軍事的侵攻の前哨戦であ
ることを認識した次第である。
る。連日の中国軍艦や漁船団の尖
講演終了後は、ご著書のサイン会
閣領海を侵入が伝えられているが、
や懇親会が企画され、和やかな一
いまや歴史も軍事も同時進行である
夕となった。

ことを認識した次第である。

●開催日時 ７月１７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 ●会費 無料 ●参
加者数 ５名●内容 街頭演説活動「自
主憲法制定について」…汗ばむような陽
気の中でしたが、各弁士が自主憲法制
定についてしっかり訴えさせて頂きました。
約２年ぶりに再会した支援者の方や同じ
志を持つ方からの声援など、いつも以上
に出会いの多い日となりました。全体的
にはチラシはもらって下さるものの反応は
イマイチという感じでしたが、自主憲法制
定の重要性はしっかりとお伝えできたかと
思います。
（名古屋東部支部 事務局長 加藤貴之）

第１５回もうひとつの戦争展 開催さる
去る８月５日～７日、第１５回もうひ
とつの戦争展が開催された。
テーマを「中国歴史戦にどう打ち勝
つか」として、中国はなぜ我が国を
狙うのか、どのような手段で我が国
の弱体化を図っているのかにつき、
多方面からの切り口でのパネル展
示があった。
また、特別企画として我那覇真子
氏による「日本を守る沖縄の戦い」
と題した講演会も開催された。
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■９月４日（日）午前８時開始。
■引き続き１０月２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。
★８月７日は、１３名の方が参加しました。

（８月７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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