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長野中部にて党員集会

新ポスター 完成しました
ポスター掲示して下さるお宅を募集しております。

来秋の消費増税は中止に
全国で署名活動を開始
的な家計の所得は約 90 万円多かったという試算

来年 10 月の消費税 10％引き上げまで 1 年を切
りました。政府は 軽減税率の導入やポイント還元

もあります
（
『ザ・リバティ』
2019年1月号）
。
給料増、

の実施、プレミアム付き商品券の発行など、増 税

雇用増、税収自然増という健全財政への道を阻ん

の負担軽減策を検討していますが、国民の不安は

だのは消費増税なのです。

増すばかり。それもそのはず、４年前に消費税率

また、税金はシンプルである

が８％になってから、世帯当たりの消費支出は 34

べきです。神戸の商店街では、

万円も減ったのです。財布のひもが締まり、企業

古くから続く天ぷら屋の女将さ

の売上が減った結果、お給料は 21万円も少なくな

んが、黒光りするソロバンで釣

りました。景気回復の実感があるのは、好調な世界

銭を計算しながら、
「次に消費

経済の恩恵を受けて輸出で稼ぐ大企業だけです。

税が上がったら店をたたむ。軽減税率？インボイ

天ぷら屋のおかみさんのソロバン

消費増税は、自民・公明・民主（当時）による

ス？もうええわ」と言っていました。ある離島で小

2012 年の「三党合意」以来、日本の″既定路線″と

売業を営む店主は、
「軽減税率もポイント還元も複

言われています。しかし、2014 年に消費税を８％に

雑すぎて、島はパニックだ」と話します。今の政府

引き上げなければ、順調に景気が回復して、平均

の議論は、日本の庶民感覚から
かけ離れています。
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残された時間はあまりありま
せんが、
「消費増税は法律で決
まっているから」とあきらめた
ら“貧乏神”の思うつぼです。
「消
費税 10％への増税中止」を求

࠼㎸ࡳᑐ⟇ࡋ࡚ࠊ㣗ᩱရ࡞⛯⋡ࢆ 8㸣ᤣ࠼⨨ࡃࠕ㍍ῶ⛯⋡ࠖࡢᑟධࡸ࢟ࣕࢵࢩࣗࣞ
ࢫỴ῭࡛㈙࠸≀ࢆࡋࡓሙྜࡢࠕ࣏ࣥࢺ㑏ඖࠖ
ࠊᾘ㈝⛯ࡢ㈇ᢸࡀࡁ࠸ࠕఫᏯࠖࡸࠕ⮬ື
㌴ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛯ไࡸண⟬ୖࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿ᪉㔪ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡋࡋ᪥ᮏᴗࡢ 9 ࡣ୰ᑠᴗ࡛࠶ࡾࠊᅜෆ㞠⏝ࡢ 7 ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࡇࢆᛀࢀ࡚ࡣ
࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࠕ࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫỴ῭ࡢᶵჾࠖࡸࠕቑ⛯ᑐᛂࡍࡿ࣏ࢫࣞࢪࠖࡢᑟධࠊ
ࠕ㍍ῶ
⛯⋡ࠖࡣ⤒⌮㠃࡛ࡶࡁ࡞㈇ᢸ࡞ࡿ࠸࠺ኌࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓᾘ㈝⪅ࡽぢ࡚ࡶࠊపᡤᚓ⪅ࡸᏊ⫱࡚ୡ௦ࠊᖺ㔠ཷ⤥⪅࡞ୡ௦ࡢᐙィ㔜ࡃࡢ
ࡋࡾࡲࡍࠋᾘ㈝ࡀ෭࠼㎸ࡵࡤࠊ⤖ᒁࡣࢹࣇࣞ㏫ᡠࡾࡋࡡࡲࡏࢇࠋ᪩ᮇࡢࢹࣇࣞ⬺
༷ࢆᅗࡿࡓࡵࡣࠊᅇࡣᾘ㈝ቑ⛯ࢆ୰Ṇࡋࠊᑗ᮶ⓗ⛯⋡ 5㸣ᘬࡁୗࡆࡿࡁ࡛ࡍࠋ
ᾘ㈝⪅ࡗ࡚ࠕᾘ㈝ῶ⛯ࡣ᭱ࡢ⚟♴ࠖ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࢀ࡛ࡶᛴ⃭࡞ᑡᏊ㧗㱋┤㠃ࡋࠕᑗ᮶ࡢᖺ㔠࡞♫ಖ㞀ࡢࡓࡵᾘ㈝ቑ⛯ࢆࡍ
ࡁࠖࡢᙇࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࡓࡔቑ⛯࡛ᴗࡸᅜẸከ࡞㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡿ๓ࠊࡲࡎࡣᨻᗓ
ࡀ⮬ࡽ⾜ᨻᶵ㛵ࡢࢫ࣒ࣜ࡞ࠕ㌟ࢆษࡿᨵ㠉ࠖࢆ⾜࠺ࡇࡀඛ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑ
ࡢୖ࡛ࠕ⮬ຓᨭ࠼ྜ࠸ࡢ♫ಖ㞀ࠖࡸ⡿ᅜࡢࢺࣛࣥࣉῶ⛯ࡢࡼ࠺ࠊῶ⛯ࡼࡿ⤒῭ά
Ⓨࡼࡗ࡚⛯ቑࢆᅗࡾࠕ㈈ᨻࠖࢆ┠ᣦࡍࡁ࡛ࡍࠋ
᭱ᚋࠊⳢᐁᡣ㛗ᐁࡀグ⪅ぢ࡛ࠕ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࡢࡼ࠺࡞ែࡀ㉳ࡁࡓሙྜࡣࠊ
ᘬࡁୖࡆࡢඛ㏦ࡾࡶྵࡵ᳨࡚ウࡍࡿࠊᚑ᮶ࡢ᪉㔪ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠖ࠸࠺ㄆ㆑ࢆ♧ࡋ࡚࠸

ࡲࡍࠋ⌧ᅾࡢ᪥ᮏࢆྲྀࡾᕳࡃ⤒῭≧ἣࡣࠊࠕ⡿୰㈠᫆ᡓத࡛ࠖඛ⾜ࡁࡀ㏱࡛᫂࠶ࡾࠊࡲࡓ
ࠕす᪥ᮏ㞵ࠖࡸࠕᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈ࠖ࡞ࡢࠕ⅏ᐖࡼࡿ⤒῭ᦆኻࠖࡶ⪃៖ࡍࡁ࡛
ࡍࠋ
 ࡼࡗ࡚⚾ࡓࡕࡣࠊᨻᗓᑐࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺せᮃ⮴ࡋࡲࡍࠋ
୍ࠊ ᾘ㈝⛯ 10㸣ࡢቑ⛯ࢆ୰Ṇࡋࠊᑗ᮶ⓗࡣᾘ㈝⛯ 5㸣ᘬࡁୗࡆࡿࡇࠋ
                                     ௨ୖ
ྡ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ๓㻌

ఫ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᡤ㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌
ࠛ107-0052 ᮾி㒔 ༊㉥ᆏ 2-10-8 㟁ヰ㸸03-6441-0754

める署名活動へのご協力、よろ
しくお願いいたします。
（『ザ・リバティ』2019 年 1 月号 38ページより）

釈りょうこ公式サイト https://shaku-ryoko.net

Facebook @shakuryoko

党公式 HPより
ダウンロード☞

Twitter @shakuryoko
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熊谷市・上尾市（埼玉）
にて党員集会

2

党本部にて地方議員団の集い

熊谷後援会と上尾後援会で党員集会
です。行田市の吉田えりさんと伊奈
町の山野ともひこさんの応援です。
上尾駅前での駅頭挨拶では、消費税
などについて多くの方からご意見い
ただきました。

定例の幸福実現党地方議員団の
勉 強 会 で す。各 地 で の 活 躍 事 例
が面白い！地 域 に 根 付 い て党勢
拡大に貢献してくれています。心
強い限りです。
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大阪市にて経典セミナー・
忠岡市にて支援者集会

大阪正心館の『習近平守護霊ウイグル弾圧を語る』
の発刊で講話。中国の侵略主義が明らかなのに、日本の政
財界は中国詣でを再開･･･この時期の舵取
りが未来を決します。夕方は忠岡町の田
邊みきさんの応援にも入りました。お集
まり下さった方々に感謝です。
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釧路市にて集会・農業先進事例の視察

地元紙のインタビューを受けてから釧路市内の集
会に。25 歳で看護師の金成綾乃さんの応援です。
午後からは、森山よしのり統括支部長と、先進的な
取り組みで有名な浜中町農協へ。石橋榮紀会長と
金子利弘課長補佐にお話を伺いました。
「酪農技術センター」で土壌、飼料、乳成
分やホルモンなどを分析し、徹底して品質
を追求しています。おいしい！
金成綾乃さんと

神戸市にて講演・支援者訪問

18 日は、神戸ラッセホールにて講演し
ました。今年ご挨拶した方も多くお越
し下さいました。19 日は地元企業の朝
礼 で ご 挨 拶 を し、水
道筋商店街へ。日本経済の生のお声をた
くさんいただきました。

党本部にて寄附功労者の感謝の集い

新芳名板の除幕式にて

24

船橋市にて参院選決起集会

25

明和町（三重）にて講演会

27

都内にて日本政策学校理事長
上田博和さんと対談

長野県中部にて支援者集会

安曇野市や上田市などで支援
者集会を回りました。ありが
たいことに、党員の皆様が 10
日の誕生日をお祝いして下さ
いました。ただただ全国の皆様
と全人類の幸福実現に向けて
汗を流せることがありがたく、
一層の精進を誓いました。

札幌市内で講演し、森山よしのり
統括支部長と対談しました。北海
道は、農業、外交、エネルギーに
おいても日本の要
です。北海道電力
の泊原発の再稼動に向けて、署名も行っ
ています。

立党時からの寄付功労者の皆様をお招
きし、感謝の集いを開催しました。松
島幹事長や江夏政調会長、七海広報本
部長らから様々な秘話
も。ご発表や座談会も、熱気にあふれてい
ました

川越市（埼玉）
にて党員集会

川越後援会での合同決起大会に参加。
向かって左から、小島一郎県代表、
川越市・高橋葉子さん、三芳町の細
田三恵町議、ふじみ野市の田口三枝
子さん、富士見市の光岡眞由美さん。燃えに燃えています。

札幌市にて講演・対談

党千葉県本部の決起集会に
参加しました。地方選の候
補予定者も集結しました。
来年に向けて頑張りましょう！

三重県の明和町にて「いつきのみや地域
交流センター」にて講演しました。満員
御礼で心より感謝申し上げます。国歌「君
が代」の「千代に八千代に」の
ところで涙が溢れるくらい感動するという “日の
丸女子” 坂本マキ統括支部長（写真右）も登壇。
心清く、頑張ろう！

日本青年会議所（JC）の元専務理事の上
田博和さんと対談しました。上田さんは
私と同世代の実業家であり、財政破たん
した夕張市の再建に尽力されて
います。上田さんの哲学の根源には、二宮金次郎
にて
先生の自助努力・創意工夫の教えがありました。 YouTube
公開予定！
1969 年東京都生まれ。國學院大學文学部史学科卒業。大手
家庭紙メーカー勤務を経て、199 4 年幸福の科学に奉職。常務
理事などを歴任。幸福実現党に入党後、女性局長などを経て
2013年7月より現職。趣味は、料理、温泉 1 人旅、読書。
最近は、ザ・リバティの綾織編集長から「日露関係のお
さらいで、司馬遼太郎著『ロシアについて』を読み返した
んだけど、すごい」と聞いて、私も本棚から引っ張り出して読
みました。司馬遼太郎先生は、つくづく天才だと実感。臨
場感あふれる筆致に、良書に触れる幸せをかみしめました。

