東京 労働争 議団 という 団体が
あっ て、日 本共 産党や 新社会 党
など の応援 を受 けなが ら、企 業
や国 を攻撃 して います 。明治 乳
業労 働争議 団は 、社長 などの 個
人宅 に行っ て玄 関の呼 び鈴を 鳴
らし たり、 本社 の前で 「明治 の
製品 を買う な」 などと 横断幕 を
広げチラシをまくなどのひどさ。
労働争議団、 IBM
労働争議
JAL
団な どの主 張も 、おか しなも の
ばか り。役 所の 民間会 社への 業
務委 託反対 で、 すべて 職員に 戻
せというおかしな主張。
研究 所代表 の安 東幹さ んは、
彼ら を批判 する 電子書 籍を、 六
月末ごろ、公開予定です。

日 本共 産 党 と関 係 が 深い 労 働
争 議団 を 批 判す る 電 子書 籍 、
六月末ごろ、公開予定です。

発行 日本の進む道研究所
連絡先などは会報の最終面に
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代表 安東 幹

ウェブサイトを
リニューアル中です

日本 の進 む道研 究所 では 、ウェ ブ
サイ トを 、おお はば 、リ ニュー アル
中で す。 自分一 人で 作成 してお りま
す。 本格 的なウ ェブ サイ トを作 成し
てお りま す。研 究所 の未 来にご 期待
ください。
また 、安 東幹個 人が 管理 運営し て
きた 「新 憲法施 行に 反対 する勢 力を
批判 する ウェブ サイ ト」 と「福 澤諭
吉先 生を 誹謗中 傷す る団 体から お守
りす るウ ェッブ サイ ト」 の管理 運営

幹

を日 本の 進む道 研究 所で するこ とに

安東

よろしくお願いします。

なりました。

研究所代表

明 治時 代 、 啓蒙 思 想 のチ ャ
ン ピオ ン だ った 福 澤 諭吉 先 生
を 、左 翼 団 体の 誹 謗 中傷 か ら
お守りする活動をしています。
福澤 諭吉先 生を 悪者に し、福
澤諭 吉先生 を一 万円札 から引 き
ずり 下ろそ うと する左 翼の運 動
が、 かつて ない ほど大 規模に 繰
り広げられています。
雑誌や書籍も十冊ほど発行し、
講演会も開催しています。
なぜ 「美味 しん ぼ」の 作者の
雁屋哲が福澤先生を誹謗中傷
を？
彼ら は、北 朝鮮 などの 外国勢
力と 結びつ き、 福澤先 生の名 前
を朝 鮮や中 国の 独立指 導者や 民
主活 動家の 支援 者から すでに 消
し去り横暴をきわめています。

日本共産党も関与
平和 委員会 、歴 史教育 者協議
会な ど、日 本共 産党と 密接な 関
係を持つ団体も関係してます。
私は 福沢先 生を 守るた めにが
んばります。

「やまと新聞」に執筆

恐ろしい

道徳破壊の日本共産党

安東 幹さん は、 土屋た かゆき
先生 が編集 長を 務める 国会両 院
記者 会所属 やま と新聞 に、道 徳
教育 を否定 する 、恐ろ しい日 本
共産党の実態を執筆しました。
興味 のある 方は 、ぜひ 、お読
みください。

やまと新聞 URL
http://www.yamatopress.com/
安東幹さん記事

http://www.yamatopress.com/?s=
%E5%AE%89%E6%9D%B1%E5
%B9%B9
（や まと新 聞 安東 幹 で検 索
を）

道徳 教育が 、学 校に導 入され
つつ ありま すが 、日本 共産党 や
新日 本婦人 の会 など、 反対運 動
を繰り広げています。

偏向する
左翼女性団体の実態

共産 党や左 翼は 、福田 次官が
テレ 朝の女 性記 者にセ クハラ を
した と主張 して 、福田 次官を 任
命し た麻生 財務 大臣の 辞任を 要
求し ている 。し かし、 日本共 産
党や 左翼の 主張 は正当 なのだ ろ
うか？
日本 共産党 と関 係が深 い団体
で女 性を代 表す る団体 である 新
日本婦人の会は、五月九日、
「セ
クハラのない社会をどうつく
る」を開催した。パネリストは、
戒能 民江お 茶の 水女子 大学名 誉
教授 、明珍 美紀 新聞労 連元委 員
長、 笠井貴 美代 同会会 長であ っ
た。 同日、 同会 は「セ クハラ の
ない 社会を つく るため に」と い
う緊 急提言 を発 表した が、５ 項
目の 緊急要 求の 中には 、「女 性
の人 権をお とし め、憲 法をな い
がし ろにし 、う そと改 ざん、 隠
ぺい を重ね 、９ 条改憲 ととも に
戦前 の封建 的家 族制度 の復活 ま

でね らう安 倍政 権は、 ただち に
退陣 するこ と」 という 語句も あ
る。 新日本 婦人 の会と 共闘す る
女性 教授、 女性 弁護士 、ある い
は同 会の地 域の 会員は 、同会 活
動家 が、「 安倍 政権＝ 戦前の 封
建的 家族制 度の 復活を ねらっ て
いる 」とレ ッテ ル貼り するこ と
の相 棒とな って いるこ とを知 る
べきである。
そも そも同 会と は、会 の名称
からして差別的である。「婦人」
では なく、 「女 性」と いう言 葉
を使 うべき であ る。同 会の全 国
の公 称約九 千の 班名は 、ひま わ
り班 、カト レア 班など 花の名 前
など が多い 。自 分たち で差別 的
な班 名を付 けて いる？ 同会の 五
つの 目的の 中に は、「 子ども の
しあ わせの ため に力を あわせ ま
す。 」とあ り、 男性は 子ども の
しあ わせを 女性 ほど考 えない と
いう男性蔑視である。規約には、
全国（都道府県）大会の「任務」、
「機 関紙」 など の語句 があり 軍
隊的である。
共産 党がミ スコ ンに反 対する

だけ でなく 、ア イドル の存在 も
否定 してい る。 女性が 男性に 人
気を 得よう とい う行為 は禁止 さ
れて いる。 仮に 共産党 が政権 を
取っ たら、 歌手 は共産 党を讃 え
るよ うな歌 のみ 許され る。共 産
党を 応援す る歌 手に警 告する 、
自殺 行為だ と。 中国で 文化大 革
命の ころ、 女性 はまっ たく飾 り
気の ない人 民服 を着て いた。 ネ
ック レスや 指輪 などご 法度で あ
る。共産党は、規約にある通り、
労働 者階級 の党 であり 、女性 の
地位 向上と いう 大衆運 動をす る
大衆 である 女性 も入党 できる と
言っている。
共産 党のセ クハ ラ反対 運動は
現実 にそぐ わな い。女 性によ る
男性 へのセ クハ ラへの 言及が ま
った くない 。東 京都や 各種の 男
女平 等相談 所に 持ち込 まれる 相
談の 約一割 は、 被害者 が男性 で
あるという事実を無視している。
欧米 などで は、 女性に 優先的 に
ポス トが割 り当 てられ 、納得 で
きな い男性 が訴 訟する と言う 逆
アフ ァーマ ティ ブアク ション が

昔か らある が、 共産党 には言 及
がな い。女 性共 産党活 動家な ど
が、 保守系 の男 性に対 して、 ス
テレ オタイ プ的 に、女 性差別 主
義者 と攻撃 する のは、 ただち に
やめ させな けれ ばなら ない。 女
性の 武器な どと 自慢す る人は も
って のほか であ る。共 産党は 、
脳な どの構 造の 違いに よる男 女
差へ の言及 を極 端に嫌 うが、 か
えって不都合が生じたりする。

（初 出 『世 界日報 』オ ピニオ
ン 二〇一八年五月十九日）

三 月十 九 日 、国 会 前 で、 反 安
倍 政権 の 宣 伝活 動 を して い た
総がかり行動の概要
〇日 本共産 党系 教育団 体（本 部
がエ デュカ ス教 育会館 にある 団
体が多い）
私教連
東京母親大会
日本婦人団体連合会
教組共闘会議
全教

〇出版労連系
出版労連

政党 ののぼ り旗 は、社 民党、 新
社会党、日本共産党
司会 者から 紹介 された 政党や 議
員等
沖縄 の風 参議 院議員 糸数 け
いこ 伊波洋一
落語家 古今亭菊千代
市民連合 諏訪原健（元
SEALs
のメンバー、現在雑誌 AREA
コ
ラムニスト他）

〇生協労連系
生協労連

参加 団体と グル ープ分 け（の ぼ
り旗で確認）

〇宗教系
キリスト者平和ネット
イエズス会社会司教センター
天理教

〇法律系
旬報 社労組 （労 働関係 の出版 物
が多い）
代々木総合法律事務所
〇生活者ネットワーク系
生活者ネットワーク

〇社民党の旗の近くにいた団体
社民党
女性会議
日教組
高教組
自治労東京
東京私教連

国労上野支部
国労千葉支部
浜教組

〇 JR
総連系
東海労
JR
総連
JR
ア ヒ ン サ ー の 会 が JR
総連のす
ぐそばにいたが、関係は？

〇新 社会党 の旗 の近く にいた 団
体
新社会党
全造船関東地労協
神奈川平和運動センター
アジア共同行動日本連絡会議
（ JWA)
全水道
関
N労
東京全労協
国労中央支部
私大教連
東水労
郵政産業ユニオン
全国一般労働組合東京南部

日の 丸君が 代・ 不当処 分撤回 を
求める処分者の会

〇行動系など
あかつき印刷行動委員会
ゼネコン労働者首都圏連絡会
戦争をさせない 1000
人委員会

〇そ の他、 日本 共産党 系団体 無
数。 民医連 、新 婦人、 全商連 、
全労 連など 日本 共産党 と関係 が
深い団体が無数に参加。

上記 団体と は別 個に、 極左暴 力
集団 である 中核 派が、 地下鉄 駅
前で 宣伝。 彼ら は、総 がかり 行
動などから排除されているので、
別に 行動し てい る。配 布して い
たチ ラシは 、「 自民党 大会『 直
撃』行動
大行進
3.25
in
」 、 「 4.5
主 権 者が 政 治
HIBIYA
を変 える！ さく ら祭り 」、「 辺
野古の海に土砂を投入するな
新宿デモ」など。
3.24

杉 並共 産 党 で激 震 ！ 杉並 共 産
党 が大 き く 後退 か ？ 杉 並共
産党の拠点であった区職労
（労組）が離反

年間賛助会費 3000 円

日本の進む道研究所

年間購読費 2000 円

三島由紀夫研究会
公開講座に参加しました
五月 二十五 日（ 金）、 午後六
時半 より、 アル カディ ア市ヶ 谷
で開 催され た三 島由紀 夫研究 会
２７ １回公 開講 座に参 加しま し
た。
演題は、「『もう一つの日本』
を求 めて、 『豊 饒の海 』を読 み
直す」でした。
興味 深い内 容で した。 会は盛
況でした。

東京都教育研究連盟
（全日本教職員連盟）
加盟しました

平成 30
年 月
5 日
1 、日比谷野外
音楽 堂で、 全労 協系の メーデ ー
が行 われた 。保 守系の 人間と し
て、 外から よう すを見 に行っ た
私は 、驚い た。 日本共 産党杉 並
地区 委員会 の拠 点であ り、か つ
ては 、日本 共産 党員が 百人以 上
はい たと言 われ る杉並 区職労 の
集団 が、百 人以 上いる ではな い
か。 （百人 から 数百人 、多す ぎ
て数 えられ ない ）。要 するに 、
杉並 区職労 内部 で、日 本共産 党
系と 社民な どの 他党派 が主導 権
争いをし、日本共産党系が敗れ、
日本 共産党 と関 係が深 い全労 連
系メ ーデー に参 加でき なかっ た
とい うこと であ る。日 本共産 党
は、長年にわたる共産党の牙城、
区職 労を失 い、 意気消 沈し、 勢
力減 退であ る。 演説会 、ビラ ま
き、 赤旗勧 誘な どへの 動員力 が
大きく落ちる。

00160-6-487455

原発は日本に必要です。
原子 力発電 所は 、日本 に必要
です 。私は 、何 十年も 原発推 進
のオピニオン活動をしています。
福島 で原発 事故 が起き た時も 原
発の必要性を訴えてきました。
電力 が無け れば 、人間 は生き
てい けませ ん。 工場も 稼働で き
ませ ん。コ ンピ ュータ ーも動 き
ません。
私は 、日本 の繁 栄のた めに、
原発推進を訴えます。
経団 連など も原 発推進 です。
時々 、本部 や各 都道府 県の経 団
連が 、原発 推進 を求め るよう な
意見を発表します。
日本 共産党 や左 翼の原 発反対
論は 、イデ オロ ギー的 な色彩 が
あり ます。 「原 発開発 は、軍 事
研究と一体となってきた」、
「原
発推 進は、 財界 のもう けのた め
である」などと主張しています。
彼ら の主張 を、 よく、 吟味す る
必要があります。
全日 教連傘 下の 都教連 に加盟
しま した。 保護 者とし ての二 号
会員 です。 全日 教連は 、教育 か
ら日 教組な どの イデオ ロギー 教
育を 排し、 教育 の正常 化のた め
に活動してきた団体です。
綱領 には、 「わ れわれ は、自
由で 民主的 な社 会をつ くり、 世
界の 平和と 文化 国家の 発展に 貢
献する」とあります。

郵便振替

日本の進む道研究所
〒110-0005
東京都台東区上野 7-4-9 細田ビル 6 階 7 号室
電話 03-6403-9248
FAX 03-4586-9638
https://japanfutureresearch.jimdo.com/
代表 安東 幹（あんどう かん）
電話 080-9412-2780 kanandoj@yahoo.co.jp
郵便振替口座 00160-6-487455 日本の進む道研究

日本の進む道研究所では、会員、賛助
会員、会報購読者を募集しています。
今、入会・あるいは、購読していただ
けると、日本共産党に寄付した弁護士
などのリストを差し上げます。

