
いつもありがとうございます。気がつけば

秋。というか秋をすっとば

して、冬っぽくなってしま

い、先日僕の冬のユニホー

ムのどてらを出してきまし

た。そしてリビングには 
冬の要塞「炬燵」に早くも

嫁が陣取り厳しい冬将軍

の再来を迎え撃とうとじっ

と待機しております（笑）。

確定申告が終わる頃まで

暫くお世話になるわけで

す。おっと、 
文章の内容も秋をすっ飛ばそうとしてしま

いましたが、今回は先日というか、ここ数年

の渋谷ハロウィン大騒ぎについて考えてみ

ます。（まあ、もっと前から大騒ぎの成人式に

ついても同じ考察でいいかなと思います。） 
ハロウィンの起源は紀元前のケルト民族ま

で遡り、当時のケルトは１１

月１日が新年で前夜の１０月

３１日が年の瀬。年越えで行

う秋の収穫物を集めた盛

大なお祭りだったんです。

またこの日には、死後の世界との扉が開き、

先祖の霊が戻ってくるとも信じられていまし

た。日本でいえば「大みそか」「秋祭り」「お

盆」が一度に来るようなものだったのです。 
その後ケルト民族はキリスト教化していき

ますが、祝祭の習慣は残り、キリスト教会が 
１１月１日を「諸聖人の日」を意味する「All 
Hallo」と定めたことから、その前夜＝「All 
Hallo Eve」 が転じて、ハロウィンと呼ばれ

るようになったと考えられています。 

ハロウィンには、先祖の

霊だけでなく、悪魔や魔

女、さまよえる魂なども死

後の世界からやってきま

す。人々は、それらと同じ

格好に仮装して仲間だと

思わせ、身を守りました。魔女や悪霊の仮装

やメイクは、現在でも定番中の定番です。 
まあ、こんな薀蓄はともかく、問題なのは

常軌を逸したドンちゃん騒ぎ。泥酔、喧嘩、痴

漢、窃盗、放置されるゴ

ミ、挙句の果てには軽トラ

をひっくり返してその上に

乗ってのパフォーマンス。

おサルさんでもなかなか

ここまでできません。 

経済の発展、文明の進化が人のモラルを

劣化させるのでしょうか、確かに便利な世の

中になると、いい意味でも悪い意味でも、 

飢えがなくなり、もっといい世の中になれる

ようにと、前に進もうとするベクトルが下が

り、人間が劣化していくと

いうロジックはあると思

います。ただ、このロジッ

クが仕組まれたものだと

したら。それが日本をこ

のまま蝕んでいくものだ

としたら、それならば反旗を翻すことも考え

なければいけません。 

敗戦後日本は 1945 年から 1952 年の７年

間、連合国軍 高司令官総司令部（所謂ＧＨ

Ｑ）の占領下におかれました。この間にＧＨＱ

が今後の日本をどのような国にするかを検

討したといいます。 

恐ろしく逞しかった日本の軍隊。もう二度

と立ち向かってこないよう

にするためにはどうする

か、マッカーサーは考えた

そうです。そこで 初、敗

戦後の日本はあまり裕福

にならない農業国として再建させる計画だ

ったようです。工業国にすると武器を製造す

る能力を残すことになるので、それが怖かっ

たのでしょう。しかし、日本は中国、ロシアと

いった共産国に隣接した立地のため、貧しい

国のままで残すと、共産圏に取り込まれてし

まうかも知れないと危惧したのです。そこで

日本を豊かな国に発展さ

せた上で、もう二度と立ち

向かってこないようにする

二律背反の課題を解決す

るために考え出されたの

がＷＧＩＰ（ウオーギルトインフォメーションプ

ログラム）、これは戦争への罪悪感を日本人

の心に植えつける宣伝計画です。この計画

により日本は見事に自虐史観を植えつけら

れました。ＷＧＩＰが残した毒は、政、財、官、法

律、教育等あらゆる分野で、今も枢要の地位

を占める人を含む、多くの日本人の思考を

今も縛っています。数年前ですが、戦後 70

年の首相談話を検討する

「21 世紀を構想する有識

者懇談会」の北岡伸一座

長代理が、「総理に侵略

だといわせたい」などと、

およそ信じがたい発言をされました。自民党

の三役の一人が、「慰安婦問題は終わってい

ない」などと、歴史事実を知りもせず、韓国

に媚びた発言をする光景には、あきれ返る

ばかりです。普通の国では起こりえない、自

虐的な発想や、非常識な外交対応などが頻

発する背景には教育などさまざまな要因が

あるでしょう。ですがその源流はＷＧＩＰによ

る洗脳にほかなりません。

そしてその洗脳から日本

人は解放されていないの

です。またＷＧＩＰだけでな

く、日本人の魂を骨抜き

にするために、日本人は自国の歴史を奪わ

れました。僕は高校の時、「日本史」を習いま

したがとても苦手でした。「年号を覚えて何

になるねん！」とありきた

りのできない高校生です

ね（笑）。でもこの「日本

史」という科目、教科書は

実は人工的な闇だらけな

のです。まずは名称からおかしいことに気づ

いてますか？どこの国でも自国の歴史は

National Nature（国史）と表現されているの

で、まるでほかの国が作ったかのような名称

なのです。（例えば日本人から中国を見ると

中国史ですが、中国から見るとそれは国史

になりますよね。）また、日本史の教科書に

初に登場する天皇は推古天皇です。でも

推古天皇って 33 代目なん

ですよね。初代の神武天皇

や建国の経緯（神話）がす

っとばされているんです。

また「日本史」が選択科目

なのもおかしいし、その結果、自国の建国の

歴史について多くの国民が語れなくなって

います（国民が建国の歴史を語れない国な

きしゅう会計よもやまかわら版 2018-10.11Ｖｏｌ.36

 

 



んてないそうです） 

イギリスの歴史学者 

アーノルド＝トィンビーは、

世界史の中で滅亡した民

族について研究し、 その

共通点を見つけ、次のよう

に警鐘を鳴らしています。 

①理想を失った民族は滅びる  

②すべての価値を物やお金に置き換え 

て、心の価値を見失った民族は滅びる 

③自国の歴史を忘れた民族は滅びる 

トィンビーによれば、この 3項目のどれか 

1つでも当てはまれば、その民族は滅ぶと言

っています。 

 渋谷のハロウィン大騒ぎを見ていると、 

魂を骨抜きにされただけではなく、このまま

滅んでしまうのではと思ってしまいます。と

いうか既に半分くらいは滅

んだかなとも。でも、 近

は個人でもインターネット

で今まで手にいれること

ができなかった情報が容

易に手に入る時代。自分自

身で正しい情報を入手し、誰かの都合に曲げ

られることなく生きていきたいと思います。 

 そうそう 近面白い本を見つけたんです。 

「逆にしたらよくわかる教育勅語  

-ほんとうは危険思想なんかじゃなかった」 

著者 倉山満 

僕は関大の文学部教

育学科卒なんですが、

大学で「教育勅語」は

危険なものだと教えら

れました。その頃は情

報的にも精神的にもま

だまだうぶで、 

そのまま鵜呑みにしてましたねぇ（笑） 

「教育勅語」もアメリカが日本から取り上げ

たもののひとつです。とても危険な思想だ

とかで、、、そこで歴史評論家の倉山先生が

「そんなに危険なものな

ら、その逆を実行すれば素

晴らしい人間になるんだよ

ね」と書いた一冊。さて、 

では明治天皇が作った 

危険思想の教育勅語を逆

さにするとこうなります！ 

 

一、 親に孝養をつくしてはいけません。 

家庭内暴力をどんどんしましょう。 

二、 兄弟・姉妹は仲良くしてはいけません。 

兄弟姉妹は他人の始まりです。 

三、 夫婦は仲良くしてはいけません。 

じゃんじゃん浮気しましょう。 

四、 友だちを信じて付き合ってはいけません。 

人を見たら泥棒と思いましょう。 

五、自分の言動を慎しんではいけません。 

嘘でも何でも言った者勝ちです。 

六、 広く全ての人に愛の手をさしのべては 

いけません。  わが身が第一です。 

七、職業を身につけてはいけません。 

いざとなれば生活保護があります。 

八、知識を養い才能を伸ばしてはいけません。 

大事なのはゆとりです。 

九、人格の向上につとめてはいけません。 

何をしても「個性」と言えば許されます。 

十、社会のためになる仕事に励んではいけません。 

自分さえ良ければ良いのです。 

十一、法律や規則を守り社会の秩序に従っては 

いけません。  自由気ままが一番です。 

十二、勇気をもって国のため真心を尽くしては 

いけません。  国家は打倒するものです。 

あれあれ、どう考えても、逆さにしたようが 

危険きわまりないですよね。そしてこのアメ

リカに取り上げられた教育勅語（修身）は 

日本では姿を消したままですが、アメリカで

はレーガン大統領の時代に米国の若者への

道徳教育の為の 

新たな指針と言うことで、 

『The Book of Virtue』と 

いう本になり聖書に次ぐ大

ベストセラーになってるん

です。またアメリカだけで

なく、ドイツやイギリスにも広がっています。 

なんだか、ずるいなぁ、、、ではすまされない

事態ですよね。日本では 

モリカケ問題の時に籠池さ

んが教育勅語を教える幼

稚園が問題になったことを

思うと、やはりＷＧＩＰの思想

が根付いているとしかいい

ようがないですね。ほんと困ったもんです。 

 

『農業総合研究所の及川社長が１１月 30 日 

御坊商工会議所で講演されます！』 

農業総合研究所といえば先月大きなニュ

ースがありました！ 

『農業総合研究所(3541.T)は１９日、日本郵政

キャピタルとの資本提携契約を締結したと

発表した。農業総合研究所の筆頭株主が 

１０月３１日に、同社の普通株式５２万５０００株

を１株２０００円で売り出し、日本郵政キャピタ

ルが取得する。発行済株式総数に対する所

有割合は１２．５％、売出価

額の総額は１０億５０００万

円となる。日本郵政キャ

ピタルは日本郵政(6178.T)の１００％子会社。 

農業総合研究所は、日本郵政グループのブ

ランド力や機能・ネットワークなどを活かし、

同社の農産物流通システム「農家の直売所」

などの利便性を向上し、成長促進を図るこ

とができると判断した、としている。』この報

道を受けて直後の取引

はストップ高！うーん、

これを前もって知って

いたらなんてせこいこ

とを考えてはいけませ

ん。というかインサイダ

ー取引で捕まるよね（笑） 

 さて、この農総研の社長の及川氏といえ

ば、美浜町在住のイケメンパパ。 

 創業してまだまだ苦しい時からの知り合

いで、とても熱い人です。僕は密かに 

「ビジネス界の松岡修三」と呼んでます。 

 過去に３回くらい彼の講演は聴いている

のですが、そのぶれない姿勢、信念にはい

つも感心させられます。それでいてユーモア

たっぷりなんですね。上場した直後に 

「どう？お金も入ったし高級車に替えた

ん？」と聞くと、「いえいえ、まだ中古のカロ

ーラですよ。東京出張が多いのですが、関空

の駐車場は高いから、りんくうタウン駅近く

の安い駐車場にとめて、電車で関空にいっ

てるんですよ」とおごることなく庶民的。 

 また、上場した後はあらゆるところからお

誘いがあり、毎晩会食が入ってるとのことで

したが、「それでも太ってないね？」と聞く

と「名倉さん、そりゃ野菜やってる社長がパ

ンパンに肥えるたらいかんでしょ」とプロ意

識も高いのです。 

そんな彼の講演会。楽しく聴けて、 

自分のモチベーションも上がります！ 

詳しくは同封のチラシで！ 

お申込みお待ちしております！m(__)m 

 

 

 


