素晴らしい新年であ りますように
皆さま、お元気で新年を迎えられたことと存じます。
大地震、巨大津波、そして原発事故と、
“未曽有”、
“想定
外”の言葉が乱れ飛び、多くの人々に悲しい傷跡を残し た

新 会 長 ご 挨 拶

あけましておめでとうございます。

こ のたび もとゆ き会幹事会 のご指 名を受 け不肖を顧 みず山 本前

会長の後を継いで会長をお引き受けした市川和孝と申します。

皆さまどうぞよろしくお願い申し上げます。

私は、昔、藤井先生が厚生省で働いていた頃の同僚というご縁で、

すが、この陰陽道では、十二支は「植物の成長過程」を 示

今年は“辰年” です。陰陽道という一種の 呪術がありま

努力と、もとゆき会はじめ多くの方々のご支援が見事に結実した結

られた」と本当にうれしい気持ちでした。先生ご自身の地を這うご

井先生が国会に復帰された時は皆さまと同様、「とうとうやり遂げ

もとゆき会発足以来一会員として参加してまいりました。一昨年藤

したものである、と説明しています。十二支は、子、丑 、

果でありました。

一年が閉じました。

寅・・・と続きますが、
「子」は「種子」、
「丑」は「種から

しかし、昨年発生した地震、原発事故という大災害は、私達の上

けています。国を挙げての復興対策が進められてきましたが、日々

芽が伸びる」、「寅」は「地上に芽が出る」、「卯」は「芽が

岩手県陸前高田 市の「高田松原」は、震災 前七万本もの

にテ レビで伝 えられる被災者 の悲痛な 声を聞くにつけ 政治の役 割

気した気持を一気に吹き飛ばしてしまいました。災害の傷に加えて

松が生い茂る景勝地でしたが、大津波でほぼ全滅してし ま

がますます重要だと感じさせられます。他方で、こうした国内状況

出そろう」と続いていき、そして今年の干支である「辰 」

いました。そんな中で、たった一本の松が生き残り、
「奇跡

とは無関係に外の世界では新たな貿易交渉が動き出し、これに対す

容赦 なく襲い かかる冬の寒さ はいまも なお現地の人々 を苦しめ 続

の一本松」として被災者の胸に希望の灯をともしました 。

るわ が国の対 応の在り方がに わかに大 きな政治課題に なってき ま
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は「若葉が出る」という意味だそうです。

七月には新芽が出、若葉も出始めたと伝えられていました。

そんな折も折、藤井先生はこのたび参議院の政府開発援助

した。いつの時代にも政治家にとって容易でない問題は存在すると

しかし、です。 奇跡の松から採取した“松 ぼっくり”か

しかし、海水をかぶり、津波の漂流物で傷ついていた松は、

ら取った種子から十八本の苗が得られ、十二月、５㎝ほ ど

（ ODA
） 等 に 関す る 特 別委 員 会 委 員 長 に 就 任さ れま し た 。 わ が 国
にと って重要 な外交手段であ る政府開 発援助を俯瞰さ れる絶好 の

思いますが、現在ほど課題山積で困難な状況はそう滅多にないので

に成長したと報道されました。まさに奇跡の松の“復活 ”

舞台であり、外交上の様々な課題に国政の立場から関わっていかれ

九月、せっかくの新芽が黄色に変色し、十月には根枯れ が

です。

るようになるものと思います。そしてそのご経験は必ず現在の困難

はと思います。

「辰年」とは、「若葉が出、伸びゆく年」。大震災、先の見

確認され、蘇生は困難と判断されてしまいました。

えない経済低迷から、今年こそ「日本復活の年」となる よ

め、友人、知人など周囲の方々への働

げます。また、もとゆき会の発展のた

ご支援下さいますようお願い申し上

す活躍されることを期待して引続き

な状況を切り拓いていく上で有効に発揮されるものと思います。
皆さま、藤井先生がこれからますま
う、藤井基之、今年も全力疾走いたします。

（
嵐雪）

もとゆき会の皆 さまにとりましても、素晴 らしい年とな
りますようお祈りいたします。

白雲の 竜をつつむや 梅の花

きかけも引続きお願い申し上げます。

もとゆき会新会長
市川和孝

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町
2-35-7 島鶴ビル 601 号
電話 03-3360-4302

201２年（平成 2４年）１月 第１２号 発行：年 4 回

もとゆき会
発行所

藤井もとゆき国会日記
平成 23 年 9 月 13 日
第 178 臨時国会が召集されました。
天皇陛下のご臨席のもと開会式が行われ、そ
の後、衆参両院で首相所信演説が行われまし
た。

その１

所信演説は「正心誠意」、野党に協力を求める低姿勢
振りでしたが、国会開会前に決定されないという異例
の事態となった会期について民主党は「４日間のみ」
とすることで押し切り、野党の求める予算委員会開催
を拒否しました。建前と実態が違いすぎます。

平成 23 年 9 月３０日
１０時より厚生労働委員会、
１０時２０分消費者問題に関する特別委員会、
１０時４０分決算委員会、
１１時３０分本会議がそれぞれ開かれ
会期末処理が行われました。

４日間の日程が１８日間に延長されたものの、予算委
員会以外の委員会審議は与党が応じないまま最終日
となりました。与党は有罪判決を受けた石川知裕衆院
議員の辞職勧告決議案を廃案とした他、通例通りの会
期末処理です。１１時３０分よりの本会議にて、「国
会法の一部を改正する法律案」、「東京電力福島原子
力発電所事故調査委員会法案」について採決が行われ
全会一致で可決しました。

平成 23 年 10 月 20 日
第 17９臨時国会が召集されました。
臨時国会冒頭の本会議で「政府開発援助等に
関する特別委員会」への配属が決まり、引き
続き開催された同特委で委員長に推挙され
ました。

「政府開発援助等に関する特別委員会」は政府開発援
助の英名「ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ
ＡＳＳＩＳＴＡＮＣＥ」から、通称「ＯＤＡ特委」と
呼ばれます。私がＯＤＡに係わるのは、２０数年前在
インドネシア日本大使館に１等書記官として勤務し、
主として技術協力案件を担当して以来のこととなり
ます。また、今までの厚生労働委員会理事は辞任し、
新たに財政金融委員会に所属することとなりました。

式典はいつもと同様のものでしたが、違っていたのは
私の服装。委員長はモーニング着用との決め事に従
い、議員会館で背広からモーニングに着替え、お迎え
の列に並びました。いつも以上に緊張？？？

平成 23 年 10 月２１日
天皇陛下をお迎えし、１３：００より開会式
が行われました。

財政金融委員会は、厚生労働委員会と比べ、委員数
も会議室もコンパクト、質疑の雰囲気も異なるもの
でした。委員会の伝統でしょうか？
今回は、Ｇ７・Ｇ20 財務大臣会議に関する件、欧州
債務問題に関する件、円高対策に関する件、震災復興
財源に関する件、二重債務問題に関する件、たばこ税
に関する件、日韓通貨スワップ協定に関する件、オリ
ンパスに関する件等について質疑が行われました。

平成 23 年 10 月２６日
今国会から配属された財政金融委員会の初
質疑が 6 時間コースで行われました。

平成 23 年１１月１７日
１０時よりＯＤＡ特別委員会へ国連難民救済
高等弁務官アントニオ・グテーレス氏（元ポ
ルトガル首相）の表敬訪問を受けました。
我が国の国連難民高等弁務官事務所に対する拠出金
は、米国に次いで２位となっており、グテーレス高等
弁務官からは、２０１１年における世界の難民問題の状
況をお聞きするとともに、日本がアジアで初めて開始し
た第三国定住プログラムへの評価と感謝、さらに、わが
国から国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）に対し
て行われている資金拠出に対する感謝の言葉をいただ
き、和やかな意見交換ができました。
-２-

藤井もとゆき国会日記

その２

11月5日に亡くなられた西岡前議長への哀悼演説の
後、「東日本大震災からの復興のための施策を実施す
るために必要な財源の確保に関する特別措置法案」、
「平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に
関する法律等の一部を改正する法律案」及び「東日本
大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防
災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の
臨時特例に関する法律案」の趣旨説明及び質疑が行わ
れました。

平成 23 年１１月１８日～２２日
・子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に
関する質問主意書を提出
・放射性物質に係る漢方生薬製剤等の取扱い
に関する質問主意書を提出
・基礎的輸液製剤の安定的供給に関する質問
主意書を提出
平成 23 年 11 月 25 日
10 時より本会議

ＯＤＡ特別委員会を開催しました。委員長就任後初
の理事会、そして委員会です。今日は参考人に２名
の学識経験者をお呼びし、意見陳述の後、わが国の
ODA について幅広い質疑を行いました。質疑の詳
細は会議録に委ねますが、特定の法案審議ではない
ため何が質疑のポイントになるか予測しづらく、久
しぶりに緊張し、少し疲れました。

平成 23 年 11 月 28 日
13 時よりＯＤＡ（政府開発援助等）に関す
る特別委員会開催
平成 23 年１２月 2 日
10 時より本会議
11 時 30 分より国連開発計画総裁と懇談

ヘレン・クラーク国連開発計画（UNDP)総裁（元ニ
ュージーランド首相）一行を委員長室にお迎えし、
懇談の場を持ちました。UNDP にはわが国が多額の
資金協力をしており（日本はコア資金、ノンコア資
金合計額では世界トップの拠出国）、わが国国際援
助プログラムの強力なパートナーでもあります。限
られた時間ではありましたが、有意義な時間が持て
ました。

平成 23 年１２月８日
薬事問題小委員会を開催

平成 21 年度決算関連、特定Ｂ型肝炎ウイルス感
染者給付金等の支給に関する特別措置法案、復
興庁設置法案について審議を行い午後には、一川防
衛大臣、山岡消費者大臣の問責決議案が出され可決
されました

平成 23 年１２月９日
第 179 臨時国会会期末最終日
11 時 30 分より本会議

ご 案 内
「もとゆき会」主催
「近しく・親しく藤井基之先生と懇談する会」開催ご案内
日
場
会

時：平成２４年１月３１日(火) １８：３０～２１：００
第１部 １８：３０～１９：１０（藤井先生講演）
第２部 １９：２０～２１：００（懇 親 会）
所：ＫＫＲホテル東京(竹橋会館) １１階 「孔雀の間」
東京都千代田区大手町１－４－１
ＴＥＬ ０３（３２８７）２９２１
費：７，０００円

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
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新 幹 線 通 勤
村上雅弘
新幹線通勤を始めて 6 年目になります。毎日始発駅から終着駅までの
83 分間は、それぞれ自分の自由な時間です。新聞を読む人、遣り残した
仕事をする人、寝ている人と皆さん自由に過しています。特徴的なのは皆
さん一人一人の自由を楽しんでいることです。毎日通勤していると自然に
マイシートが決まってしまいます。１A の若い男性、4E の謎多き女性、
6E が私、8E は毎朝車内で朝食を楽しんでいる紳士、13A、22E, 23E
と約 10 名弱の通勤者が指定席でもないのにマイシートに座ります。今朝
を例に取ると乗車の際 2 号車のドアの位置に 4E 謎多き女性と 8E の紳士
が並んでいて、始発電車がホームに入って来る頃に、私は列に並びます。
ところが謎多き女性は電車がホームに着く 10 分前から気温氷点下のホー
ムに平然と立って待っています。ドアが開くと皆さんマイシートへ直行し、
座るといった具合です。
新幹線の旅は個を楽しむ一人旅と、複数を楽しむ仲間旅があるように思
います。家族旅行や、仲のよさそうな三人連れで朝から缶ビールを飲みな
がら今日これからの旅を楽しんでいる人たちは複数を楽しむ仲間旅派でし
ょうし、同じ新幹線に乗りながら、一人で今日おりたつ駅で何に出会える
かを楽しみに乗っている個を楽しむ一人旅派もしっかりいて、私はどちら
かというと個を楽しむ一人旅派かもしれません。
25 年ほど前から会社の出張で、今回の東日本大震災により被災された
地域にも、月に 2 回ほど通っていました。朝、新幹線で仙台まで行き、仙
石線に乗って終点の石巻まで、更にバスに乗りかえ、牡鹿半島の先端にあ
る病院を訪問したものです。普通なら何の変哲もない一人旅かもしれませ
んが、四季折々の景色、訪問先でお会いする優しい先生との会話は忘れる
ことができません。10 月以降の時期には、とれたての生牡蠣を賞味して、
その晩は、おばあちゃんの経営する旅館に泊って翌日、気仙沼に向かう。
個の旅も結構楽しいものです。10 年ほど通って多々お世話になり、私を
鍛え、育ててくれたこの地が今回の震災で大きな被害を受けられたことは
残念です。早く元に戻られることを祈るばかりです。
個を楽しむ一人旅派の私としては、毎日の通勤が苦痛ではありません。
自分でしたいことがしっかり出来る時間で、思えば中学の頃から外
の世界を垣間見る楽しみを味わってきた結果かもしれません。複数
を楽しむ仲間旅派とは異なり大きな声で話をするわけではないし、
車両の中では目立ちませんが、しっかり、ひっそり、自分の時間を
楽しんでいます。

日時：平成２３年１１月３０日（水）
午後６時３０分～８時３０分
場所：東京會舘９階ローズルーム

平成 23 年 11 月３０日（水）東京
會舘ローズルームにて「藤井もとゆ
き君と語る会」が、開催されました。
各地より約 700 名の支援者の皆様
にご参加いただき、とかしきなおみ
先生の司会のもと、児玉日本薬剤師
連盟会長から開会のご挨拶、続いて
古賀誠衆議院議員、衛藤晟一参議院
議員をはじめ、各界来賓の方々から、
心のこもった励ましのご挨拶を賜り
ました。乾杯のご挨拶を松本純衆議
院議員から戴き、懇談に移りました。
ＪＡＺＺ演奏が流れる中で、楽しい
会を催すことができ、心から御礼を
申し上げます。

もとゆき会入会の案内
もとゆき会とは、藤井基之先生の政治家としての大成を期するため活動している
政治資金規正法に基づく政治団体です。藤井基之先生の政治理念や人柄などに共鳴
した人々の「藤井もとゆきファンクラブ」のようなものです。「藤井もとゆき勝手
連」とも通称しています。会員になりたい方、関心のある方は、下記の藤井基之事
務所にお問い合わせください。
入会金や会費はありませんが、個々の事業や活動の実施に必要な場合は、その都度、
費用を会員や参加者から徴収させていただきます。
もとゆき会の活動をご理解いただくために、ホームページを開設いたしております
ので、右記アドレスにアクセスしてみて下さい。
藤井基之国会事務所

藤井基之浜町事務所

〒100-8962
東京都千代田区永田町 2-1-1
参議院議員会館 1218 号室
 ０３－６５５０－１２１８
Fax ０３－３５９７－９３９３

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町 2-35-7

島鶴ビル 601 号

 ０３－３６６０－４３０２
Fax ０３－３６６０－４３２８
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もとゆき会 HP：
http: //www.fujii.tv/

