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−2月&3月勉強会合併号−

女も男も自然体で能力発揮を

――――男女共生を学んだ2月勉強会

「下村満子の生き方塾」は2021年2月28日、東京・四谷の「スペース天夢」で2月勉強会を開きました。４月17日に

二本松市で開く、
「Ⅺ期修了・Ⅻ期入塾式」と「『生き方塾』創立10周年記念公開講座」が控えていることから、午前中
は世話人会を開き、午後から勉強会開催となりました。

森喜朗・東京オリンピック組織委員長が女性蔑視発言をして、組織委員長を引責辞任した矢先だったので、この日

の塾長講話は、予定を変え、下村塾長は「男女共生」について持論を展開しました。コロナ禍が深刻化していることか
ら、出席できない塾生やオブザーバーらのために、Zoom中継をしました。

● 心の持ちようで病気にも

（文責／皆川猛）

輪読

勉強会は、村井和敏さんが坐禅開始の点鐘をしてから10分

間坐禅をし、佐々木文雄さんのリードの下、塾生五訓を唱和し
て始まりました。

初めに村上和雄先生の「生命の暗号」を輪読しました。今回

はプロローグの第３節「人間の体の仕組みには不思議がいっ

ぱいある」第４節「クローン人間が誕生しても、同じ人間にはな
れない」第５節「遺伝子をONにできる人、できない人」を読み
ました。

この中のポイントは①遺伝子の構造と原理は、全ての生物

に共通しており、これはあらゆる生物は同じ起源を持つことを

「塾生五訓」をリードする佐々木さん

示している②原理は同じでも、その組み合わせによって、二つ

と同じものはない③クローン人間は、姿格好は同じでも、育つ

が、遺伝子をONにしてくれるから、プラスの発想が大事⑥駄

時代や環境が違えば、全くの別人になる④心で何をどう考えて

目を前提にして活動すれば、できることもできなくなる⑥もの

いるかは、遺伝子の働きに影響を与え、病気になったり、健康

の考え方によって、いい遺伝子がONになり、不必要な遺伝子

になったりする⑤日常生活を、はつらつと前向きに生きること

塾長
講話

はOFFになる―などです。

生命の源は一つ、性差はなく平等

● 女性蔑視は森さんの常識

マスコミ、識者から激しい非難を受けて、渋々辞任したもの
です。

●私の母は医師でした。父は、価値観が一変させられた第二

輪読会に引き続き、下村塾長は「森発言に関して思うこと」

次大戦の敗戦ショックから立ち直ることができず、しばらく

と題して、男女平等、男女共生、男女共同参画になどについ

茫然自失状態でした。こんな時、父に代わって家計を支え、

て、次のように発言しました。

３人の子どもを育てたのが母でした。だから父は、事あるた

●森組織委員長（以下敬称略）は、どう言い訳しようと、女性

は男性より劣っている、と考える彼の本音の表れです。彼は

びに、
「お母さまは偉い」と繰り返していました。だから、私

識なのです。日本では、これまで多少批判されても通ってき

●とは言っても、当時は、女性は良妻賢母であるべきだという

たち一家は、子供の時から男女平等でした。

以前から、女性蔑視をしており、それが森さんにとっては常

考え方が主流でした。良家の娘は、お勤めなどせず、花嫁修

たので、今回も何とか切り抜けようとしたのですが、各国の
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業。働く女性は、未亡人とかオールドミスといった、可哀想
な女性たちと見下されていました。

10歳のころから、私は、結婚して、仕事と家庭を両立させ

る、と心に決めていました。２年前に夫に先立たれました

が、結婚しても仕事はずっと続けており、10歳の時の目標は
達成できています。

●振り返ると、進歩的と言われた朝日新聞社でも、女性記者

の役割は、家庭欄、ファッション担当しかない、と編集局長

から言われたことを覚えています。1960年代とは、そんな時
代でした。

恒例の10分間坐禅で気持ちを整える

私が慶応大学で学んだのは、経済学です。社会の諸問題

の根底にあるのは経済問題であり、経済学は女性にとって、
苦手な分野とされていたから、経済学を選んだのです。男女

● 「男女共同参画」は私の造語

で、何とか生き残ることができました。

●ではなぜ、男女共同参画なのか？

平等を実現できる手段は全くなかった時代でしたが、その中

禅の世界では「衆生、本来仏なり」で、誰もが「本来、仏の本

●慶応大学で４年間、ニューヨーク大学大学院で２年間経済

学を学んだ甲斐があって、朝日では経済がらみの企画を次々

質を持っている」という意味ですが、そういう意味で、もとも

で日本経済が窮地に陥った時、私が出した企画が、
「減速経

ル賞受賞者でも、差はほとんどありません。遺伝子の９割以

た。有名経済人をインタビューし、その人の経営哲学や戦略

りません。生命（いのち）には、上も下もありません。生命の

と提案しては、それを担当し、70年台初め、オイル・ショック

と生まれながらに「平等」なのです。障害者だろうがノーベ

済を生きる」のシリーズでした。それは大ヒットとなりまし

上は眠っていますが、本来持っている遺伝子はほとんど変わ

など聞き出す、長いインタビュー企画でした。稲盛和夫さん

源は一つですから、性差はなく、男女も平等です。

が率いる京セラも、売り上げは7割もダウンしましたが、稲

●このことが分かっていないから、森さんは「女性は話が長い

盛さんは内部留保を切り崩し、誰一人従業員を首（クビ）に

から、会議が長くなる。だから駄目だ」の発言になったので

しませんでした。

す。話しが長い人は男性にも沢山いるし、会議がさっと終わ

るのは、皆が無関心であるからの表れであり、本質を突く発

●ではなぜ森発言が問題なのか、考えてみましょう。あの発言

言があれば会議は長くなるのです。

は、男女平等を謳ったオリンピック憲章に違反したから問題

などといった議論がされていますが、そんな矮小な問題では

●女性は忖度せずに、触れては欲しくない部分にまで迫るか

ありません。外圧があって、森辞任後は、政府も「女性をトッ

ら、森さんは嫌がっている。だからあの発言になったので

プにしなければ」と大慌てし、橋本聖子さんを委員長にした

す。森さんは、初めは胡麻化そうとしましたが、追及が厳し

り、組織委員会のメンバーに女性を大量に増やしたりしまし

くなって、辞任する、と逃げました。一方、自分は陰で糸を操

た。マスコミも、
「外圧があったから、森は辞めた」としか言

る院政を敷くつもりで、サッカーの川淵さんに密かに後を頼

いません。大慌てで女性を増やしたことは、裏から見れば、

んだのでしょう。

女性であるならば、誰でもいい、という発想でしかありませ

●男女雇用機会均等法ができたのは1985年です。この後、

ん。しょうがないから、女性を増やす、これも女性蔑視の考

99年に男女共同参画社会基本法ができました。法律はたく

え方です。

さんできましたが、
「男は外、女は内」という意識は完全に

●私は昔から、女か、男かで始まる論理は嫌いでした。少なく

払拭されてはいません。コロナ禍で最初に首を切られたの

とも、男も女も「人間」であって、人間としては、共通の部分

は女性で、日本の女性管理職登用率は153か国中121位で、

の方が多いのです。

OECD加盟国の中では中国、韓国より下の最下位です。日本
の女性は夫のお金を預かっているだけで、自分の財布を

「男女平等」という言葉に嫌気を覚える男性が多かったので、

持っていません。だから「男は外、女は内」というのが現実

私は「男女共同参画」というよく分からないけど、もっともら

です。

しい言葉を作り、いろんな場でそれを語り、男女共同参画
は、一般的な言葉になったのです。

●狩猟中心の原始時代だったら、これもいいでしょう。農畜産
が始まると、男女共同参画は普通でした。18世紀からの産

業革命では、筋肉労働が主流となり、男は外、女は家庭とい
う役割分担がはっきりしました。女は家で、男の労働力再生
を仕事としました。これは合理的な役割分担でした。その

後、技術革新が進み、筋肉労働は機械が行うようになって、
仕事の中味も変わりました。中産階級が増えて、ゆとりもで
き、女も大学に行けるようになったのです。

●しかし、それでも40年前までは、大企業は男しか採用しな
かったし、同じ教育水準であっても、仕事の中身は同じで

あっても、男が優遇され、これは現在でも続いています。依
男女共生について持論を展開する下村塾長

然として、女は男の補助的な役割を演じるしかないのです。
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男は会社という 戦場 に行き、女は家庭で銃後を守る役割
です。

●男が働くためにできている日本の組織の中で、女が働くの

は、大変しんどく、厳しいものがあります。こうした男社会の
中で働くと、権力闘争に直面するケースも多く、生き残るた
めに、
「女性の男性化」が進んできます。

●だから、問われているのは、女性も男性も自然体のままで能
力を発揮できる社会の実現です。男性は残念ながら、女性

が何を求めているのかが分かっていません。ダイバーシティー、
多様化とは、その年齢、性別、障害者でなければ分からない
状態、生き方を認め合うことです。自分の人生を、自分が選
択できる社会が理想であるわけです。

人生100歳の今は、社会が男女という括りで分けられる

単純なものではありません。個々人が男女の枠を超えて、ど
う生きるかが問われています。

男女の考え方、物事の捉え方の違いをユーモアいっぱいに紹介する
「すぐ忘れる男 決して忘れない女」は下村塾長の翻訳書

●あらためて、森発言を振り返ります。つまりは、男は面倒な話
を嫌がり、うるさくない人物を尊重している。男社会で生き

ている女性たちは、
「立場をわきまえている」、つまり、男性

克服した国のトップは、女性です。男は論理、女性は感性と

化が進み、
「男性の考えをくみ取り」その辺の事情を分かっ

言われますが、女性の感性、直観力は、非常時にとても有効

ている、と森さんは言うわけですが、森さんは公の場で、立

です。非常時には、理屈は全く役立ちません。成功した国の

場をわきまえないで、女性蔑視発言をしたことが問題なので

女性リーダーは、本音で、しかも分かりやすく話をして、国

す。

民の共感、支持を得ています。一方、日本を見れば、菅総理

ただし、男女平等イコール男女同一ではありません。

はじめトップたちは、理屈ばかり言って、何もしていませ

●男と女がいるから、子供が生まれるように、異質なものが交

ん。

わり合うから、新しいものが生まれるのです。多様な民族、

●女性が大事な意思決定する場に参画できていないから、女

多様な人種の集合体のアメリカが力強いのは、この多様性

性の考えは政治に反映されていません。確かに政府の閣僚

があるからです。ところが日本は、異質なものを認めない均

には女性もいますが、男社会の中で、男性化が進み、女性の

質社会だから、ひ弱いのです。

感性を失っています。政治家を選ぶ際には、こうした認識、

●ニュージーランド、台湾、ドイツをはじめ、今回のコロナ禍を

視野がある人物を選ばなければなりません。

何もしない傍観者が最大の罪

３ 月
勉強会

「生き方塾」の3月勉強会は、３月28日、東京・四谷の「スペース天夢」で開かれました。4月17日に二本松市で行う

「『生き方塾』創立10周年記念公開講座」は、
「必ずできる！日本は自然エネ大国を目指せ」をテーマにしていること
から、塾長講話は「暴走する温暖化〜脱炭素社会への挑戦」にしました。応援団講義は、田勢康弘さんが「コロナ禍
が教えてくれたこと〜劣化する政治指導者がもたらす人災」と題して行いました。今回もコロナのために、リアルで参
加できない塾生たちのために、オンライン中継をしました。

（文責／皆川猛）

● 必要に迫られ遺伝子はON

輪読

原田慎太郎さんが坐禅開始の点鐘、村田稔さんが「塾生五

訓」をリードし、村上和雄先生の「生命（いのち）の暗号」の輪
読を始めました。

今回は第１章「遺伝子が目覚めるとき」の第１節「遺伝子の

ON/OFFとはどんなことなのか」、第２節「遺伝子に書かれて
ある暗号とは何なのか」、第３節「遺伝子暗号表でタンパク質

の種類が分かる」、第４節「ON/OFFにかかわる調節遺伝子が
ある」を読みました。

ここでのポイントは、①遺伝子には約30億の情報が入って

坐禅で波立つ心を平らかにする
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おり、多くの遺伝子は必要に迫られてONになる ②全ての生

物は、全く同じ遺伝子暗号を使って生きている ③遺伝子暗号

の性質は変わる ⑤遺伝子のON/OFFは、調節遺伝子が行っ

はタンパク質をつくる暗号であり、タンパク質はアミノ酸から

ている―などです。

できている ④20種類のアミノ酸の組み合わせで、タンパク質

塾長
講話

地球は温暖化ではなく“灼熱化”

● 危機への対処遅い日本
下村塾長は、まずNHKスペシャル「暴走する温暖化」の

DVDを上映し、講話をしました。

「暴走する温暖化」は、①2030年に、地球は大きな曲がり

角に直面する ②これは資源の大量消費、爆発的な人口増加、
食料不足、そして温暖化の急加速に代表される事象 ③温暖化

は、山火事、洪水、台風を引き起こし、人類の存続を脅かす ④
30年までに、持続可能社会への転換が迫られており、30年は
未来への分岐点だ。

＊

このような前提で番組は進み、加速する温暖化で、地球は非

常事態にあると、警鐘を鳴らしました。

グリーンランドの氷河は猛スピードで溶け、全てが溶けれ

地球温暖化は地球灼熱化と語る下村塾長

ば、東京２３区内は800㍍水没するという。シベリアの永久凍

土も溶け、新種のウイルスが検出されている。地球は惑星とし

ています。古い国会議員も若い議員の声に押されて、脱炭素社

ている。海や森林は、二酸化炭素を吸収してくれるが、食料確

発電であっても、原発23基分のポテンシャルをカバーできるの

ての限界に達して、回復力がなくなり、地球は飽和状態になっ

会実現に舵を切りつつあります。これまでの浅い深度の地熱

保のために、森林は伐採されている。

です。原発に代わるベースロード発電は、地熱しかありませ

日本はここ数年、大型台風に遭遇しているが、そのメカニズ

ん。原発建設に国が出す各種交付金を、地熱発電所建設に出

ムは、こうだ。温暖化→気温上昇→水分蒸発→雨雲発生→大

せば、地熱発電はすぐに行えます。

谷俊宏さん（オブザーバー） ： 18歳以上の高校生にも選

雨→洪水→犠牲者。温暖化→海水温上昇→上昇気流→積乱雲
→台風→日本へ。日本の近海では海水温が高く、台風の勢力

挙権が与えられたけれども、彼らは、自分たちの狭い範囲で満

地球温暖化に対して、西欧では若者たちが、温室効果ガス

レス腱を何とかするのが教育だが、教育は隘路にはまり、新た

は衰えず、襲来してくる。

足できればいいと考え、個人主義に染まっています。このアキ

排出抑制を求め、行動を起こしている。しかし、残念ながら、日

な展開ができません。若い人たちには、自分たちの未来を創る

本の取り組みは先進諸国の中でも遅れている。アインシュタイ

権利があることを、知ってもらうしかない。そのためにも、現在

ンは、
「悪い方向に向かっていることに気付いているのに、何も

の既得権まみれの政治、しがらみだけの政治から脱却する必

しない傍観者が、最大の罪」、と言っている。今立ち上がること

要があります。

下村塾長 ： 脱炭素社会実現を目指す新たなエネルギー革

が、次世代への責任だ。

命は、民主主義の要です。先ほどのDVDにあったように、温暖

● 自然エネの主力は地熱に

化対策は、待ったなしなのです。ところが、多くの人は、温暖化

に危機感を感じていません。温暖化という言葉がふんわりして

このDVD上映のあと、下村塾長は、塾生から温暖化につい

いるからです。温暖化ではなく、灼熱化なのです。このへんを

て意見を求めました。

もっともっと訴えていく必要があります。そんな意味で、４月

佐々木文雄さん ： アインシュタインの言葉に同感です。温

17日の「 生き方塾 創立10周年記念公開講座」の意義は、極

暖化対策は人類の最大の課題にもかかわらず、日本の若い世

めて大きいと思います。

濵田さん : 反原発だけでは、自然エネルギーの認知度を上

代は、温暖化に無関心です。コロナ対策に象徴されるように、
日本は危機への対処が遅い。政府がもっと温暖化対策に力を

げられません。自然エネルギーは不安定だと、刷り込まれてい

できません。

し、大深度地熱をやれば、半永久的に稼働できます。さらに、

入れない限り、国民運動にはなりにくいし、温暖化はストップ
下村塾長 :

るからです。その点、地熱は、一度掘ったら数百年稼働できる

日本の最大の問題は、リーダーであるべき政治

広島県では、地熱を、利用した熱水で一次産業起こしが成功し

家、高級官僚、一流企業から、温暖化に対する具体的な対策、

ています。火山国の日本では、自然エネルギーの主力は地熱

指針が示されていないことです。これでは、若者たちが無関心

発電になると思っています。

下村塾長 : 太陽光、風力、水力、波力、バイオマス、そして

になるのも当然です。
濵田総一郎さん :

50代の国会議員には、温暖化対策を真

地熱と、自然エネルギーはいろいろあります。今度の「『生き方

剣に考えている人がおり、その人は「2030年までに脱炭素社

塾』創立10周年記念公開講座」では、自然エネルギーによる

会をつくらないと、日本はおろか、人類は滅んでしまう」と言っ

日本再生を語りたいと思っています。
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応援団
講 義

危機管理ゼロは政治の怠慢

● 分かっていてもやめられない国
塾長講話の後、休憩後再開した応援団講義は、ジャーナ

リストの田勢康弘さんが行いました。田勢さんは、公開講座

で小泉純一郎さんが特別講演をすることから、冒頭、小泉さ
んの人となりなどについて次のように話をしました。

「小泉さんを自民党総裁に担ぎ出し、総理大臣にしたのは、

私と田原総一朗さんでした。日経の政治記者として２５人の
歴代総理と付き合ったが、小泉さんは不思議な人でした。つ
るむことを嫌う人だから、情報通ではありませんでした。し

かし、それでも魅力があるのでしょう。大事な場面では判断

を求められ、適切な結論を出していました。だから総理にも

現政権の問題点を鋭くえぐる田勢さん

なれたのです。そして今では、原発はいらない、と全国行脚

しています。本当に骨のある人です」と小泉元総理の魅力を

ないのが不思議でなりません。菅総理は、原稿を読むだけの

話しました。

人ですが、原稿を読めない政治家もいるわけですから、菅総

この後、
「コロナ禍が教えてくれたこと〜劣化する政治指

理の方が、まだましかも知れません。小泉さんが郵政選挙で

導者がもたらす人災」と題した講義に入りました。田勢さん

大勝して、新たに当選した国会議員の教育を頼まれた時、私

の講義要旨は以下の通りです。

はテキストとして「西郷南洲翁遺訓」を配ったのですが、面

●2011年の3.11やコロナ禍を経験して、いろんなことが見え

白いと言った人は誰一人いませんでした。リーダーとして、

は止められない国だ、ということがあらためて分かりまし

友紀夫さんしかいません。鳩山さんは読書家で、教養人で

てきました。この国・日本は、変わった国で、一度始めたこと

「金も、名声も、命もいらない」、を実行した政治家は、鳩山

た。先の戦争、原発、オリンピックと例はいくらでもありま

す。

す。太平洋戦争について、軍の最高指導部は、負け戦だと分

● 何も考えていない菅総理

かっているのに止められませんでした。福島第一原発での事
故で、原発は危険だと分かっていても、再稼働に向けての動

●菅総理とはどんな人なのか。頑固なことは分かりますが、長

きが活発で、再稼働している原発もあります。

い付き合いながら、本当のところはどんな人か、よく分かり

東京オリンピックについて、国民の7割は止めたらいい、

ません。ただどうすれば、自分は偉くなれるのか、という動物

と言っているのに、国も組織委も東京都も、中止の判断がで

的な勘は鋭く、値踏みして、自分を引き上げてくれる人の懐

きないし、しようともしていません。

に入って出世階段を登った人ということは、間違いありませ

●女性蔑視発言で引責辞任した森喜朗組織委会長だったら、

ん。

中止の決断もできたかもしれないが、後任の橋本聖子会長

彼は、立志伝中の人ではありません。秋田の実家は豪農

や菅総理の2人では、無理でしょう。バイデン大統領が、
「ア

で、大学だって夜間ではなく、法政の普通の学部を卒業して

メリカは、選手団を送らない」と言えば、日本は中止を決め

います。

られます。先の大戦も、原爆投下、ソ連参戦があって、終戦

●教養はないから、ぼろを出さないようにと、菅総理は、自分

を決めることができました。アメリカのメディアは、オリン

の考えを示しません。コロナ対策ではっきりしたように、彼

ピック取りやめを記事にしていますが、日本のメディアは組

は何も考えていない人です。問題になった学術会議員の任命

織委から金をもらっているから、記事にできません。

では、警察官僚上がりの杉田和博官房副長官に、全てを任

●日本は危機管理意識が欠けているから、緊急事態、非常事

せていたことが分かりました。このように彼は何も自分では

態に備えるという考え方はありません。想定外という便利な

しません。

言葉で、指導者たちはいつも逃げます。原発は最悪の事態

●国民の多くが反対したカジノ法案ですが、最近は、カジノの

を想定していないし、コロナもしかり。日本は先進国中で、

カの字も出ません。カジノ法は、トランプ元大統領の大口ス

最悪のワクチン後進国です。この1年間、何をやっていたの

ポンサーの頼みを受けて安倍晋三さんが強引に進め、菅総

かと、呆れるばかりです。危機管理がないことは、政治の怠

理も後押ししていました。ところが、このカジノ王が、日本で

慢以外の何物でもありません。

のカジノはうまみが少ないと、手を引いたら、日本のカジノ推

●和辻哲郎に言わせれば、モンスーン型気候に生きる日本人

進は一挙に冷めました。あれほどまでにカジノ推進を言って

は、問題があるとすぐ諦める国民性だが、政治を良くしよう

いた菅総理は、最近カジノの話をしなくなりました。

と国民が動かない限り、政治は良くなりません。国政選挙の

●菅さんは、揚げ足取りの名人と言われ、付いて得になる個人

投票率は50％を下回っています。これでは政治は良くなりま

的なネットワークを駆使して偉くなりました。どうして、ただ

せん。

それだけの人が総理大臣になれたのか。日本は、リーダーを

●政治家の力量、見識を測る物差しに、
「教養」という尺度が
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育てようとする教育をしていないからです。

しかし、購読者の減少に悩む新聞社は、広告収入が頼りで

す。企業からの広告が減っている中では、政府広報の広告は
貴重ですから、政府に対しての主張はトーンダウンするどこ
ろか、最近は、政府批判記事はほとんど目にしません。

●電波メディアの許認可権を持っているのは、旧郵政省、現在
の総務省で、接待を受けていたのは、郵政省上がりの官僚

です。菅さんは総務省ににらみが効き、息子はテレビ関係の
会社の役職者です。接待したのは、親の威光を笠に着て、便
宜を図ってもらおうとしたのは見え見えです。しかし、官僚

たちは、便宜供与は頼まれてもいない、と平気でウソをつい
ています。

●新聞社とテレビ、電波媒体を結びつけたのは、田中角栄で

す。だから郵政省担当記者たちは、仲間から、
「波取り記者」

貴重な田勢さんの話を一言も聞き漏らすまいと耳を傾ける塾生たち

と、あだ名されたものです。この結びつけによって、新聞も

政府、特に総務省に対しては批判できない体質になってしま

菅さんばかりではありません。歴代総理の中には、まぐれ

いました。

で当選し、気づいたら総理になった人もいました。アメリカ

●駆け足で、コロナ問題を含む政治の話になりましたが、この

の政治家なら、誰もが尊敬する政治家は、リンカーンで、彼

国の政治を良くするのも、さらに悪くするのも、国民一人一

は「人民の、人民による、人民のための政治」の名言を残し

人の考え方です。もっと政治に関心を持ち、マスコミ報道に

ましたが、この言葉は、彼より10年も前に、ハンガリーの亡

は裏があるのでは、と疑って読み聞きすることが大切です。

命者がシカゴで言った言葉を流用したのです。リンカーンの

家庭教師は、実は、亡命者の身元引受人であったことから、
この名言を知ったのです。リンカーンが偉いのは、しっかり
勉強し、教養を重ねていたことです。

●コロナ対策を見ていると、10年前の原発事故と酷似してい

ます。事故は深刻で、被災地の住民が住めるのは、300年も
後です。廃炉計画は、すべて先送りで、核燃料はいつになっ

たら取り出せるのか、先行きは見通せません。コロナも同様

に、先行きを見通せません。政府は、患者数の発表だけしか
できていません。対策は何もしていないのです。海外からの
ワクチンを、ずっと待っているだけです。接種は自治体任せ
で、指導力はありません。

●安倍さんは、薬が効いているせいか、最近はゴルフができる

までに回復しました。その安倍さんですが、菅さんに対して、
「あいつは、俺のやったことに逆らっている！」と怒っていま
す。

9月の総裁選に、菅さんは立候補しますが、安倍さんと麻

生さんが組めば、菅さんは負けます。二階さんが幹事長を

やって菅さんを支えているのは、息子に選挙区を譲りたいか
らです。その選挙区には、世耕弘成・自民党参院幹事長が出
馬したがっているので、二階さんは必死なのです。

●モリカケ問題は、総務省や農水省の接待問題と同じ水脈に

あり、霞が関の高級官僚、首相官邸は、嘘にウソを重ねてい
ます。加計問題の主役で安倍さんの盟友である加計孝太郎

さんは、岸信介の妾の子という噂があり、事実なら、安倍晋

三と加計孝太郎は叔父、甥の関係になります。モリカケ問題
の文書改ざんは、官僚の人事権を総理官邸が握っているこ

とが原因です。官邸に文句を言ったら、出世は望めないし、

場合によっては、退職を迫られます。だから高級官僚ほど、
忖度するのです。それに加えて、杉田官房副長官は、警察の
マル秘情報を一手に握っているから、なお質が悪い。

● 広告収入頼りのマスコミ界
●こうした状況だから、メディアの在り方が問われるわけです。
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