


ブログ-小林尊徳

最近、ブログらしきものを初めました。最初に書いたのは、聖なる祝詞でした。毎日、色々書く

つもりです。読んでいただけたら幸いです。尊徳。



楽曲-フェニックス・テイル

こんにちは、小林尊徳です。また、記事の追加です。作詞作曲活動をもう8年続けてまして、発表
活動も続けてますが、今回は、神話でスサノオノミコトがヤマタノオロチを倒す話をベースに、

作詞作曲した唄を、発表します。」

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

フェニックス・テイル　　作詞・作曲　小林尊徳

あれは何だ　火の鳥だ　尻尾は見えるか　再生だ　ヤマタノオロチを倒すため　今スサノオここ

にあり

気持ちは確かか　病気じゃないのか　お金はあるのか　良く稼げ　八雲の名前を守るため　今ス

サノオここにあり

湧き出る力は　勇者の証　控えめな正義は　賢者のしるし　ヤマタノオロチを倒すため　今スサ

ノオここにあり

掲げる大義は　王者のしるし　愛する女は　命の証　ヤマタノオロチを倒すため　今スサノオこ

こにあり

（変調）

河を割り　海を裂き　山を薙ぎ　空を砕き

大銀河をつらぬく　Ｇｏｄ　Ａｔ　Ａ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｂｌｏｗ　！！！

くらわせてやる　くらわせてやる　ヤマタノオロチにくらわせてやる　！！！

いざ向かえ　いざ向かえ　ヤマタノオロチに　いざむかえ　！！！

（変調）

一体何年　戦って来たのか　千年なのか　一億年なのか　ヤマタノオロチを倒すため　今スサノ

オここにあり

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
出来れば，誰かこの唄の似合う歌い手がヒットさせてくれたらな-とか、思っています。



ブログ-小林尊徳（2）

こんにちは、小林尊徳です。書き溜めた楽曲のひとつ、フェニックス・テイルを発表しました。

長い年月かけて、少しずつ書き足してった歌です。曲も含めて、いつかお聞かせできたらな、と

か思っています。ちなみに、小林尊徳は通り名です。



小林尊徳−ブログ（3）

私、小林尊徳は、宮城県在住で、この名前は新しくつけた通り名です。非常に暮らしに難儀して

、苦労続きで、ツキも悪いと、通り名を使ってみることにしました。



19年の逃亡犯の公判について

こんばんは、小林尊徳です。突然ですが、オウム事件19年の逃亡犯の初公判が終わったようです
。わが国に、長く長く食い込んできた深い深い傷が、ゆっくりゆっくり癒えていく気がします。

実は尊徳は、民主党政権時代だったころから3年間にわたって松本智津夫事件に対して強力に政府
に事件の糾弾を訴えつづけてきたので、万感の思いがあります。三年続けたら、全員逮捕された

ので、頑張ってみるものだと思いました。オウム事件の犠牲者に対して、直接、間接を問わず、

哀悼の意を捧げます。



財政破綻政権の総理

おはようございます、小林尊徳です。昨晩は、良く寝れて、気持ちのいい目覚めでした。心配し

てる方々も多いと思いので、これもまた発表しますが、実は4〜5カ月ほど前に民主党の窓口およ
び民主党党首にこの国でもし万が一財政破綻が起こったら、私小林尊徳が一命を賭し、財政破綻

政権の総理大臣を引き受けるという意思表明をいたしました。少しでも国民を安心させたいと思

う気持ちと、五年にわたる財政破綻回避への思いからでた行動でした。政策も思い浮かびました

。過激な様ですが、交通刑務所の様に、金融刑務所をもうけて、自己破産額の額に応じた禁固刑

を課す、というものです。実現するかどうかわかりませんが、過去も未来も現在も、目標は財政

破綻の回避と、健全財政への復帰です。自民党が長い長い間に身に付けた借金体質には、苦虫を

かみつぶす思いです。生意気に語りますが、私は借金癖、借金体質というものを、こう理解して

おります。人生にたちはだかる壁を乗り越えるのに、借金をして乗り越える、それが借金体質の

始まりと思っております。我が国に、財政破綻という万が一の事態が発生しないことを、こころ

から願っております。

  （加筆）このようなスペ−スでないとお話できないことですが、18年あまりで、あまりにも乱
れきった性風俗、乱れた性の実態、社会生活もできなくなるまで性におぼれてしまった人達をど

うすれば、と思うと非常緊急手段として、10年間の時限立法制度、行政システムとして、公娼、
いわゆるコ−ルガ−ル（公認売春婦）制度を作らねばならないのかと言う思いがあります。特に,
、終末セックスとでもいうのでしょうか、散々破滅的なセックスを繰り返し生き延びた人達は、

（地球滅べ、日本滅べ）と、日々社会を呪って生きているそうです。2,3回程度であれば、麻薬使
用の前科があってもいいのではないでしょうか。

　また、いわゆる性風俗産業の業者さんに取締りの強化、規制の強化の引き換えに、このような

代替案が必要と思われます。また、比較的享楽的な市民の皆さんにも、このような代替案は必要

と思われます。ひどいようですが、公娼となれば、警察も行政もしっかり対応してくれるので、

今よりも安全なのではないでしょうか。皆さん、どう考えますか。過激ですか、現実的ですか。



ソチ五輪（ブログ）

こんばんは、小林尊徳です。どうやら、ソチ五輪が無事開幕したようです。開会式は見てませ

んが、少しくらいは、見るつもりです。どうも、ネット新聞を〈河北新報）をいつも読んでま

すが、テレビ欄がないのがつらいとこです。なぜなのかなあと、思っていたら、いつも同じ番組

表を探すのに骨が折れるからかな、と言う気もします。そうそう、音楽なのか政治なのか、とい

う疑問、不満があるようですが、かなり前から,両方目指すことにしています。ひとつは、ルック
ス等の問題等健康上の問題等含めて、音楽は作詞作曲家で売り出したいという思いがありました

。また、20年間続けたギタ−を、そうそうここまで来て捨てていいのか、
と言う思いもありました。作詞作曲オンリ−というのは、作詞作曲の幅が非常に広く、また歌い手
さんとの素敵な相性があれば、自分で歌うより、より素敵な結果をもたらせる気がします。民主

党さんに関しては、作詞作曲家として世に売りたいとはつたえてましたが、そのかわりとして、

自分からいいだしたのが、政治家としての出世に関しては、それほど多くは望まないとつたえま

した。場合によっては大出世になるとしても、当初の希望としては、県議会議員から目指したい

という思いがあります。



ＴＶＣＭを見てダ−スベ−ダ−が大っ嫌いな人へ

こんにちは、小林尊徳です。ＴＶＣＭを見て、ダ−スベイダ−に、むかっ腹立ってしょうがない人
、僕の聖なる祝詞を唱えて、ダ−スベイダ−と、戦ってみませんか？注意点は、聖なる祝詞を唱え
る人に、無理やりダ−スベイダ-との戦いに誘わないことです。それさえ守ってくれれば、ダ−スベ
イダ−と、戦い放題です。



タバコについて−考察

こんばんは、小林尊徳です。通り名です。あまりに最近不遇だと、改名を含め、通り名を使って

おります。で、タバコについての一考察なんですが、タバコは基本的には体に悪いものです。こ

れは真実です。では、なぜタバコ好きにとっては、タバコはおいしいのでしょう。それについて

私は、タバコは矛盾した嗜好品と位置づけます。ニコチンの生理学的機能として、記憶細胞を刺

激し、活性化させると言われています。また、ＡＤＨＤ(注意性多動性障害）の治療薬に使われて
ます。ちょっと前の話なので、現在何がＡＤＨＤの治療薬に使われているか確認はしていませ

んが。

　ところで、中国の本草医学に、体においしいと感じるものは、健康にいい、という学説があり

ます。昔はなぜだろうなどと思ってましたが、動物をずっと観察しつづけて（ついでに人も）出

た結論なんでしょう。

　ところで、アインシュタインという偉大な科学者というのは、非常な愛煙家と聞いています。

　そこで、私が出した結論は、「タバコは矛盾した嗜好品であり、かつまた、矛盾した生活をし

てるものにとってはおいしく感じ、かつまた、矛盾した暮らしをしてるものには、矛盾を解決す

る力を脳細胞に刺激し、与える」という結論です。

女性が常に男性にタバコの常用，吸いすぎを嫌うのは、常に問題解決を促したいのでしょうね。

　ところで、矛盾を解決する手段として常に攻撃手段以外選べない人は、悲しいことに若年者は

、すべて限界がくると、なにもかもセックスで攻撃衝動を満たそうとします。これでは社会は

メチャクチャです。

　ついでにいうと、アディクション問題を考える会(問題嗜癖）という団体がありますが、その団
体に言わせると、問題嗜癖といういうのは、その嗜癖が個人の人生に全く利益をもたらさなくな

っても、依存性の問題でしょうか、不利益しかもたらさず、おいしいと感じなくても続けるとこ

ろにあるそうです。

そういう感性でいうと、タバコ好きがタバコを減らしていくのは、少しずつ少しずつ人生の矛盾

を解決していくことだと思います。けじめのある人生、だらしなくない人生、そういったものを

目指していくのがよろしいかと思いますが。

ついでに、あまりみれませんでしたが、矛盾（ほこたて）という番組が大好きでした。ああいう

結果になって残念です。

タバコや酒は、未来に対するストレスを和らげる力もあると聞きました。次は、酒が文明に及ぼ

す力について、持論を述べさせてもらいますね。



ソチ五輪-開会式まだでした。

尊徳です。もう夜半です。ソチ五輪を見ようと思ったら、開会式がまだだったと聞きました。訂

正です。かわりにテレビに映っていたのは、セカイノオワリと言う名前の音楽バンドのメンバ-で
した。気にしなければいい、という考え方もありますし、個人差もありますが、僕はそういうバ

ンド名は、非常に不快に感じる性質です。そこで思い出しましたが、また重いテ−マですが、悪魔
という概念についてのとらえ方ですが、悪魔を否定するには、まず「悪魔を迷信といいきるのは

、迷信かもしれないが、はなはだ無神経ではないか」というところから始まらなければいけない

のではと、思います。無神経が極まれば、常にとことんの理不尽な思いをすることが多いよう

です。昔のドラマやアニメで、男女関係でよく女性が男性に（気持ちの気づかない男性に）、「

無神経ね」と言って、男性へ気持ちを気づかせる場面が良くあったようです。男性からすれば、

現代女性からそういう言われ方をすれば、結構うれしいような気もします。悪魔についての考察

の続きも、また今度しますね。



TVCMにでてるダ−スベイダ−が憎い人へ（2）

小林尊徳です。聖なる祝詞でダ−スベ−ダ−と戦える、とブログで書きましたが、なかなかの戦果が
あり、感謝してます。正気に戻った人も、結構いるようです。これからも、ダ−スベ−ダ−と戦いた
い人は、サイコ戦主体ですが、ガンガン戦ってください。



小林尊徳ブログ（4）

こんにちは、小林尊徳です。どうやら、今回お目当てだった女性も、うまくいかなくなるような

気がします。男女交際の難しさは、不景気と連動してるかのごとく、毎年基準が厳しくなり続け

てるような気がしてなりません。不景気が続くほど、世の中の世知辛さも増す一方の様な気がし

ます。世知辛さ、という表現は、よく使いますが、仏教でいう法話、説話は、みな結構良いこと

を言ってるんですが、世の中の世知辛さと言ったものが、そういったものを否定してしまいがち

な作今です。世知辛い世の中ですが、仏法でいう広い心の理念は、できるだけ大切にしたいもの

です。一刻も早い景気回復、財政健全化を、願いたいです。



酒についての一考察−尊徳

さて、禁酒ばやりの作今ですが、今回は酒についての私の持論を述べて頂きたく、書かせて頂き

ます。古来より、酒は文明の発祥とともに存在したような気がしてなりませんが、どうも土器が

誕生するのと、酒の存在と、文明の発祥と関係がある気がしてしょうがありません。酒は常に憂

さを晴らし、久しぶりに飲むさけが、飲んでる自分でさえ、こんな不満が自分の本音だったの

かと、自分でも驚くことはしょっちゅうです。私は、文明病のほとんどは、自分の本当の気持ち

に自分自身ですら気づかないというのが、文明病のほとんどの発生原因だと思っております。憂

さを晴らし、自分の本音にきづかせてくれる酒というのは、文明病に悩む現代人にとっては、い

い関係を保てば、かえって健康を増進させる気がしてなりません。

　酒は憂さを晴らします。文明にとって、生き延びたお年寄りから、知識、技術、経験を伝授し

てもらうには欠かせぬもののような気がします。人道的に言っても、老い先短くなったお年寄

りに、酒を飲むなとは、あんまりな気もします。

　アルコ−ル依存症の治療現場の話を聞いて、厚生省に、アル中治療中の自殺の発生率を、なんと
か低くする薬は開発出来ないのかと、陳情、要請したこともあります。

　文明四千年の長い友人と、そんなに簡単に縁を切ってしまってよろしいのでしょうか。

　とは言え、飲酒はほどほどに。尊徳。



小林尊徳−ブログ（5）

小林尊徳です。悩みがあるのですが、あるアイドルなんですが、加護亜衣というアイドルなんで

すが。



小林尊徳−ブログ(6）

こんにちは、小林尊徳です。ソチ五輪のスノ−ボ−ドのアクロバット競技を見ながら書いてます。
無事行われてるソチ五輪をみてると、心がとても癒されます。それにしてもすごいですね。スノ

ボ−のアクロバット。
　昨夜は名刺印刷用紙を買ってきて、プリンタ−で自分用の名刺を作成しました。せっかくホ−ム
ペ−ジらしきものをもったのだから、名刺も作っちゃおって感じでした。名刺ケ−スも買ったし。
　で、ところで、冬季五輪って、東北地方で行われるわけには行かないのですかね。地元とし

ては、嬉しいんですがね。



警察が行方不明届を受理してくれない問題

小林尊徳。あまり私的な詮索はしてほしくありませんが、最近ぶち当たった問題が、警察が難し

く込み入った家庭の事情に立ち入りたくないのか、頼んでも頼んでも行方不明者の届け出を受理

してくれません。これでは家庭裁判所による家庭の問題の解決もできないし失踪宣告もできな

いし、残された家族は地獄の生殺しになります。一番の行方不明者当人と関わりの深い人は、刑

事事件でもない限り、行方不明当事者に対して問題解決能力を喪失してるというのが実情なんじ

ゃないでしょうか。家族の不幸は闇に生きるもの達の企みと考えれば、かなりあるような気もし

ます。例えば夫婦であるなら、何十年と連れ添って、ちゃんとしたプロセスを経ずに別れるとい

うのは関係者にとってはとても割り切れない思いを抱きます。当事者同士にキチンとして欲しい

という願いは、どうなるのでしょう。行方不明当事者と一番法的に深い関係にあるものの意向は

大事ですが、その人本人には、もう問題解決能力は残ってないような気もします。皆さんは、ど

う考えますか。

この問題は、民主党にも報告させていただきました。

 



楽曲-Ｐａｓｓｉｏｎ　Ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ　ＩＩ

こんばんは、小林尊徳です。今回は、哀しみはきちんと解放されないとイビツな人間になるとい

うことに気づいて作った歌です。曲の方はフェニックス・テイルと同様にもう作ってあるので、

誰かこの歌に似合うア−ティストさんが歌ってくれたらな、と思っています。

Ｐａｓｓｉｏｎ　Ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ　ＩＩ　　作詞作曲　小林尊徳

哀しみが整理できない　哀しみが伝えられない

哀しみが整理できない　哀しみが伝えられない

こぶしを握りしめるか　ひどくののしるか

哀しみは怒りになるか　それとも癒されるのか

愛する人よ　愛しい人よ　哀しみを癒して欲しい

愛する人よ　愛しい人よ　哀しみを癒して欲しい

Ｐａｓｓｉｏｎ　Ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔ　ＩＩ

Ｐａｓｓｉｏｎ　Ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ　ＩＩ

いつか笑い話になるまで

グッとこらえて辛抱して

明日に　明日に　明日に　生きる

Ｐａｓｓｉｏｎ　Ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ　ＩＩ

Ｐａｔｔｉｏｎ　Ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ　ＩＩ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ｐａｒｔ　Ｉ　もあるのですが、それはまたいずれ。ではまた。

 



雪です

こんにちは、小林尊徳です。大雪が明けて、カラッと晴れ間が見えます。スリップ事故を起こさ

ぬ様に、ソロリソロリと、買い物に行ってきました。無事、買い物を済ませましたが、何か仕事

を見つけないと、政治家業と音楽家業の道も途絶えてしまいます。どうにかしなければ。



東京都知事選挙について

こんばんは、小林尊徳です。都知事選で、舛添さんが勝ったそうですね、まずは、当選おめでと

うございます。負けた細川さんには、善戦むなしく、残念至極と思います。ところで、脱原発に

ついてですが、あの事故は人災だったか天災だったかと言うところから始まりますが、タイ・

プ−ケット島を震源とする大津波、大地震、さらにハイチの大地震、次々世界で想像を上回る大地
震が起きるなか、原子力発電所がそれに全く備えていないと言うのなら、これは人災であったと

言うことではないでしょうか。より徹底した原発に対する安全運転の徹底と、それに伴うコスト

高を、どこかでコスト減して補わなければいけません。毎日毎日起きる事故や事件を見てれば、

原発を安全に稼働させるには、不安を感じさせるものがあるのも当然かもしれません（分かりに

くい表現かもしれませんが）。私が議員になれれば、10年後くらいから、原発の完全に近い安全
運転を確認したうえで、原発稼働の再推進運動をしたいな、と思ってます。ところで、民主党に

もお勧めしましたが、収穫後の稲わらから燃料を抽出できる稲わらバイオエタノ−ル技術が開発さ
れているのを知ってますか？まだまだ乗り越える課題は多いらしいですが、農家にとっては収入

増につながるので、是非応援したい技術です。



内需拡大から貿易振興策への転換

こんばんは、小林尊徳です。アメリカで、貿易赤字の額が縮小してる様ですが、日本では貿易赤

字がドンドン増え続けています。これはゆゆしき事態だと思ってます。懐かしい単語ですが、Ｊ

ＥＴＲＯ−日本貿易振興会などの活躍なんて期待したいですね。貿易摩擦などコリゴリだという方
も多いでしょうが、懲りずにやはり貿易振興策に内需拡大策からの転換が必要だと思います。日

本企業から営業力がどんどん落ちていってると、私は思います。国内競争で勝っても、海外で負

ける。それでは、貿易赤字が拡大する一方です。原因は、行き過ぎたスト−カ−法が、企業の営業
力を落としてる、としかいいようがない気がします。貿易は、ほとんどどんな条件でも、お互い

に利益が出るという経済学のお話を聞いたことがありますが、一刻も早く、日本経済も世界経済

も循環しだすことを願っております。



耳より情報（特ダネ？）

夜分こんばんは、小林尊徳です。国松長官銃撃事件が時効になってると聞いて、がっかりしたん

ですが、それでは諦めきれないと、警察庁に電話して、何とかならないかとお聞きしました。そ

したらば、「当該犯人が、外国に逃亡中の場合、外国滞在中は、時効期間に含まない」という話

があるらしいのです。とすれば、外国に12年逃亡中だった場合、時効になるのは、12年分を足し
た分になるということになるので、外国に捜査の手を広げれば、まだまだ逮捕そして検挙が十二

分にありうる、ということです。皆さん、諦めるには早いですよ。どう考えますか。

　もう一つ。松本智津夫を裁くには、まだ奥の手があります。その方法は、またいずれ。



祝詞との出会い-小林尊徳−ブログ（6）

こんばんは、小林尊徳です。今日は、祝詞との出会いについてお話します。

　初めて祝詞と言うものを強く意識したのは、やはりあの有名なうる星やつらの巫女さんが初め

てでした。で、その後、実家で（今の居住地になりますが）、実際に神主さんが祝詞を唱えるの

を見て、子供たちはみな、笑いをこらえるのに必死だったと、記憶しています。とても平和な時

代でした。もう、32年前でしょうか。
　時はガラリとかわり、私は何か力になるものはないかと書店を訪ねたときに出会った本が、播

磨陰陽師、尾畑雁多さんが書いた本、「陰陽師の言霊」という本でした。なかなかすぐに効果が

現れるものではなかったものですが、使いこなすうちに、だんだんと暮らしが良くなってくもの

を感じました。

　しかし、ご時世というものはさらに甘くなく、陰陽師の祝詞だけでは間に合わなく、5〜6年
前に、神戸のある女性と、出会いはかないませんでしたが、心でお話、協力してもらって作った

のが、この聖なる祝詞でした。神戸のあの女性の方、ありがとうございました。祝詞に興味を持

った方、是非尾畑先生の本もおすすめします。ただいずれにせよ、あまりにすごい超科学力は期

待しないでくださいね。

 



バイクの修理

こんばんは、小林尊徳です。貴重な通勤の足が故障してしまって、どうしたものかもうダメか

と思ってましたが、思い立って、もう一度バイクを調べ直したら、スロットルの不具合によ

るちょっとしたエンジン不具合と判明しました。ちょっとした㊙テクも使いましたが、スロット

ルが原因ということで、修理が安く済みそうです。ホッとしました。ではまた。



内需拡大策から貿易振興策へ（2）

こんばんは、小林尊徳です。アメリカで、貿易赤字額が改善されていると言われてますが、我が

国では貿易赤字額はかさむ一方、経常黒字も、もう赤字転落ギリギリです。ちなみに、経常黒字

とは、貿易以外の収入も含めた額、ということになりますが。国際ビジネスの現場で、日本企業

が負けつづけるのは、僕はスト−カ−法の行き過ぎが、主原因であると、断言します。国内商慣習
のビジネス慣行で国際市場にでても、基本の「押し負け」現象は、どうしようもありません。技

術開発力は上がり続けても、肝心の開発コスト回収の新技術を売り歩く、企業の営業力は落ちて

く一方です。一刻も早く、スト−カ−法の行き過ぎを戒め、貿易黒字を確保できるようにしてもら
いたいです。ではまたいずれ。



辛抱と、我慢の違い

色々、忙しいとこすみません。と言っても、真夜中ですが。忙しい人もいるような気がしまして

。小林尊徳です。今回は、急遽、辛抱と我慢の違いについて説明しますね。8年ほど前から、見ど
ころありそうな人には、辛抱と我慢の違いについて説明してきましたが、今回はサイトブログで

説明します。

　我慢という漢字は、我に自惚れる、という意味の漢字の作りになっています。一方、辛抱とい

う漢字は、つらさを抱える、という意味の漢字のつくりになっています。にて非なるものとして

、これほど違う意味の二語はないような気もします。世界のガマン大会で、次から次へと人が死

んだりしています。それから、我慢は腹に敵意を溜め込むので、分かる人には徹底的にいじめら

れ続ける可能性もあります。辛抱とは理解者が現れやすいという性質があって、そのせいか、辛

抱の緒が切れても、これまたどちらかというと理解されやすい性質があるようです。ところで、

おしんちゃんのしんは辛抱のしんらしいです。今回は、我慢より、辛抱をお奨め、と言う話で

した。



水戸黄門の唄

おはようございます、小林尊徳です。今日は、水戸黄門で有名な「ああ人生に涙あり」を書きた

いと思います。

人生、スイスイ進んでたかと思うと、突如難局にさしかかり、苦しくなります。そういう時、こ

の唄を歌って、自分を励まし、頑張ります。徳川天下泰平300年を象徴した唄です。身分に関係
なく、励まされます。明日が見えない時、誰にでもあります。

「ああ人生に涙あり」　唄　里見浩太郎

人生楽ありゃ　苦もあるさ　涙の後には　虹もでる

歩いて行くんだ　しっかりと　自分の道を　踏みしめて

人生勇気が　必要だ　くじけりゃ　誰かが　先に行く

後から　来たのに　追い越され　泣くのが嫌なら　さあ歩け

------------------------------------------------------------------------------
苦しいとき、ちょっと拷問のようにも聞こえますが　自分でも（苦笑）



小林尊徳-ブログ（７）

おはようございます、小林尊徳です。今日は、大好きなマンガ本、ゴ−ストスィ−パ−美神について
、お話します。素晴らしい世界設定、政権、政府をバカにしない姿勢、世界のピンチを見事に救

った腕、どれを取っても素晴らしいです。

　横島君が、スゴイナ、スゴイナ、と思っていたけど、最近ちょっと前から、西条さんもいいな

、と思っています。やはり、いい加減自分自身落ち着きたいんだな、て思います。

　マンガでは、横島君と美神さんは、結ばれずじまいですが、お金は愛情を表現する手段のひ

とつ、また、お金は愛情を獲得する手段のひとつ、と考えれば、結ばれるかもしれませんね

ところで、亡くなった飯島愛ちゃんが、死後ゴ−ストスィ−パ−美神さんになったような気がしてな
りません。慎んで、ご冥福をお祈りします。



内需拡大策から貿易振興策への転換（2）

こんばんは、小林尊徳です。今日も、内需拡大策から貿易振興策への転換についてです。さて、

大量に発生する貿易赤字の主な発生原因は、海外と大幅に違うスト−カ−法の行き過ぎらしいと述
べましたが、海外でのビジネスの押し負けは、東南アジアやアフリカ諸国などには、逆に「売り

惜しみしている」などの印象も持たれているようです。技術開発の開発コストも回収できない企

業の営業力低下は、一刻も早く取り返さなければいけません。

　ところで、スト−カ−法を緩和させると、晩婚化に歯止めがかかります。何故かというと、分か
る男女にはわかるでしょうが、

「あ、もう逃げられない、年貢の納め時」というものが早めに来るからです。人間、何かと、よ

り良い相手をいつまでも求めたがるようで、限界、というものは必要な気がします。

　それともうひとつ、早婚化に向けてとても重要なことは、「不道徳性行為の表現」を、他分野

において、大幅に規制を強化しないと、性欲盛んな年頃のキチンとした結婚は、はっきり言って

、ものすごい過酷な環境下にある、と言いたいです。

　フロイトの学説にもありますが、性欲はすべてのエネルギ−源、などと言いますが、さらに社会
的に性欲が健全に発散され続けると、それはやがて愛の結晶として子供になります。

　財政健全化にあらゆる努力をしておりますが、いわゆるその過程の一つに、今のことを述べさ

せてもらいました。ではまた続きはいずれ。



報、連、相、について。報告。連絡。相談。

こんにちは。小林尊徳です。今日は企業で良く使う報、連，相についてです。報・連・相は、昔

の企業で良くお題目にされてましたが、否定する考え方も最近では多いようです。しかし、犠

牲者、被害者を少なくする、組織の健全性を保つ、等考えると、やっぱいいもんだと思います。

聖書の箴言などを読むと、物事がうまく行かないのは、ちゃんとみんなで良く相談しないからだ

、と言うことも書いてあります。ところで最近、現実の連絡手段を軽視する人が多いようですが

、大きな間違いだと思っております。現実の連絡手段をキチント持つ、というのは、おはよう、

おやすみ、こんにちはのあいさつと同じ力を持つと、私は考えます。私とあなたは、他人ではあ

りません、という証に、現実の連絡手段が存在します。証拠の残らない連絡のやり取りは、常に

常に、陰湿さと陰気さを呼び込む可能性が高く、私はあまり好みません。皆さんは、どうお考え

ですか。

　尚、付け加えるなら、同じて和せずより、和して同ぜずのほうが、民主主義国家には似合うと

思うんですが。



韓国及び北朝鮮に対する植民地支配のお詫び文

こんばんは、小林尊徳です。今日は、少し重いテ−マですが、韓国、北朝鮮に対する私なりのお詫
びの言葉を述べてみたいと思います。

「我が国は、成立以降、他国との戦争は古代においても朝鮮半島、そして、中世においては、元

軍による本格侵攻、ほとんど朝鮮半島から大陸の脅威がやってきました。元軍は、北条時宗公と

、鎌倉幕府によって、撃退しましたが、その後ながいこと九州地方には元軍の侵攻に備える大軍

が常駐し、そのためにその後鎌倉幕府は短命にして、幕府の命を終えました。

　豊臣秀吉公は、中世日本でものすごい権勢をほこっていましたが、明国侵攻、半島出兵には、

日本中でものすごい批判、反対運動も起きました。千利休はそのときの屈強な頑固たる反対運

動で，後に秀吉公に死刑にされました。

　結局、秀吉公は、無理がたたり、その後家康公に取って代わられ、しばらく泰平のときが訪れ

ました。

　ところで、徳川幕府末期、国交のあったオランダを通じて、西洋列強の世界進出に対して手を

打たねばと、再三再四言われていた徳川幕府は、これまた何回も何回も何回も何回も朝鮮王朝な

らびに中国王朝にどう対応すべきかと、使者を送り続けていたといわれていますが、あまりの危

機感の無さに、幕府は怒っていたともいわれています。

　そうこうしているうちに我が国には、実際に西洋列強の進出がはじまり、ついには明治維新が

起こります。

　明治維新の途中から、ヨ−ロッパ諸国との本格的な交際がはじまっており、どうやら明治維新が
成り立ったころには、すでに世界を視野に入れていた国になってたようです。

　世界的な西洋列強の本格進出と帝政ロシアにたいする恐怖感というものは、朝鮮半島が、どう

しても、当時としては、日本の最終防衛線となってしまいます。

　私が思うに、当時日本としては、一生懸命一生懸命朝鮮王朝を説得し、何とか最強な軍事同盟

を結び、大陸からの侵攻に対する

軍事同盟及びその見返りとしての様々な支援を送るべきだったと思います。

　明治維新をなしとげ、近代国家として意気揚々だった我が国は、長年の隣国にたいして、直接

統治及び朝鮮併合という幼く幼稚な手法で、朝鮮半島の防衛上の重要性と言う目的を成し遂げ、

非常に深い傷跡を残してしまい、大変申し訳ない思いです。

　このお詫びは、微力ながら、南北朝鮮の分断の解消に責任感を持ち続けることで、長く償い続

けるとともに、私の主張も聞いてもらいたいと思ってます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
それから、日本人及び韓国人の方でもいいですが、韓国は別名「恨国」（ハンコク）とも言われ

ていて、昔から国民性としてかなり恨み深い性質だとキチンと文献を調べると出てきますが、こ

れはおそらく治水が関係してるのかな、と思ってます。

詫びるところは詫び、説明するところは説明し、英仏の様に、日韓共同運用護衛艦などができる

日を心待ちにしています。



楽曲−願い

こんにちは、小林尊徳です。今日は、楽曲-「願い」を発表します。実は、楽曲の発表は、部分盗
作されまくるんだろうと非常に怖く、不安もあるんですが、もはやぜいたくも言ってられないと

いう事情もあって、あとは、社会に希望を早くもたらしたいと言う願いから、発表に踏み切って

ます。ご理解ください。

　「願い」　作詞作曲　小林尊徳

託する思いと　託される思い　あなたは託せる人がいますか　それとも託されるほうですか

命のリレ−はキラキラと人類では5千年続いてるといわれています。

あなたは　託せる人がいますか　それとも　託される方

ああ、できるものならば　ブラウン管に　託せる人がいるのなら

願いは　時代をこえ　距離をこえ　宇宙をこえ

さまよえる亡者を救ってほしい

愛ですか　金ですか　夢ですか　出世ですか　

天下ですか　総理ですか　趣味ですか　スポ−ツですか

さまよい人と　さまよえる亡者を

託し託される願いを

つないで欲しい　つないで欲しい　つないで欲しい　つないで欲しい

託する人と　託される人を　つないで欲しい　つながらせて欲しい

さまよい人と　さまよえる亡者を

救ってほしい　つながらせて欲しい

----------------------------------------------------------------------------------------------



どの楽曲も、一番上手に、雰囲気のあう歌い手に歌ってもらいたい気はありますね。

あなたは



小林尊徳-内緒話

こんばんは、小林尊徳です。実は恥ずかしい話ですが、パチンコに依存してた時期がありまして

、それで、ちょっとお写経など書いてた時期がありまして、気長に地道にたまに民主党さんに、

パチンコの害を説いてたりしています。

　（加筆）ところで、パチンコの害についてですが、中尊寺の和尚さんに、「疲れている時に、

さらに疲れることをする」ということを教えられ、要するに、「疲労を自覚しなくなる」と言う

、大変怖い害があります。皆さん、どう考えますか。

 (加筆）パチンコの害を説く人が増えてる様です。「娯楽」と言っても、人間関係がドンドン貧し
くなって行くと言う、普通の娯楽と正反対の性質があり、人間関係が貧しくなっていくと、スト

レスに対する耐性が下がります。一般、普通の娯楽は、人間関係を豊かにして、ストレスに対す

る耐性を高めます。皆さん、娯楽は、人間関係が豊かになるものを選んだ方がいいですよ。



新たな文明社会の試練−男女同権社会

こんにちは、小林尊徳です。こんなこと書くのは、すごい恥ずかしいし、勇気いるけど、男女同

権社会に与えられる社会の試練について語りたいです。女性は、正直、道理や、理性を重視しな

い人がほとんどの様です。父を尊敬しない女性は、尚ひどいです。

この、物事の道理と言うものをかなり無視し、すべて感性だけで物事を考える性質が非常に強い

女性たちと言うものが、大人としての自覚、社会人としての自覚、国民としての自覚をキチン

と持ってもらわねば、社会や文明は滅んでしまうんじゃないでしょうか。基本性質として、男性

よりもはるかに物事の道理をキチンとわきまえない女性というものにたいして、文明や社会が営

を続けねばならないのなら、かなり高高度な男性と女性の違いや、役割の違いについて、かなり

高高度な性教育が必要なのではないのでしょうか。

古来より男性は家長として、常に裁き人であり、理性、道理が要求されます。対して、女性は、

母性と，慈悲のこころで家族を養います。

　この、男性と女性の役割の違いや、性質の違いについて、キチンと、しっかりした性教育がな

されないのなら、男女同権社会は、崩壊してしまうでしょう。産業技術の発達に、性教育の実態

が非常に質が低いままで、それがなされないのであるなら、男性も、女性も、共に報われない

まま、人生を終えてしまうのではないのでしょうか。この話はまたいずれ。



スト−カ−法-恋愛規制法案

こんばんは、小林尊徳です。同性のスト−カ−に悩まされてます。激しく、しつこく、恋愛を妨害
してきます。どうも本人は偽装結婚らしいです。一体全体、古代では恋愛規制法なんてことにな

るらしいですが、スト−カ−法の弊害は、社会に希望をもたらさない赤ちゃんを作れないホモ、レ
ズカップルを大量に生み出し、また、偽装結婚夫婦を大量に生み出し、偽装結婚夫婦は、これま

た大量の社会的弱者を性のいけにえとし、また、交際にいたれない男女を近親相姦の誘惑に負け

させ、家庭の絆、家族の絆を失わせ、ひいては巡り巡って、国家財産に多大な被害を与え、何一

つ何一ついいことのないスト−カ−法を、なぜいつまでも規制をゆるくさせる方に向かわせられな
いのでしょうか。愛に恵まれない男女は、家族の絆に恵まれない人は、たまには、スト−カ−法の
規制緩和を訴えてもいいんじゃないでしょうか。



核の時代には話し合い解決-犬養総理

こんばんは、小林尊徳です。実は3年前から、この核による軍事バランスが保たれてる時代に、話
し合いでの解決機運が高まるようにしようと、文部省の教科書部に、犬養総理の記述における問

題表記の修正を、お願いしました。どうやら、聞いてくれたようですが、怨霊がおっかないので

、同時に、いくつかの寺院に供養協力をお願いしました。目論見が功を奏し、大事な場面で世界

の指導者の間で話し合いで解決しようと言う機運がそのまま続いているようです。犬養総理の記

述に関する問題表記は初めから話し合い解決はいけないという恐怖の暗示を与えるので、修正し

ていただけるのはいいことです。いざという時に、話し合い解決で、というのは、確かに、身の

安全に危険性はありますが、初めから変な先入観を与えるのは、もっといけないことだと、思い

ます。

　それから、他にもいいことがあり、戦犯の復活を遅らせる、東アジア向けに好印象を与える、

という効果があります。皆さん、今の時代、犬養総理を見直してみませんか。



戦犯について-1考察

こんばんは、小林尊徳です。今回は、靖国神社で有名な、戦争犯罪者についての1考察について、
発表します。

「泣いて馬稷を斬る」三国志で有名な軍事裁判ですが、古代においては、敗戦の軍事裁判は、自

国で行う例も多かったようです。

　そこで、何かとデリケ−トな話題の極東軍事裁判ですが、その軍事裁判を、我が国の手で行っ
たら、どうなるのだろう、と言うことをしばし考えておりました。すると、ある筋から入った情

報によると、どうも敗戦に導いていった方の戦犯は罪が比較的軽く、逆に日本軍に強固に強固に

負けにくくした戦犯の方が罪を重くさせられた、と言った傾向があるらしいという話でした。

特に、日本軍および日本国民に長く長く健全性を維持させようとし続けた戦犯なんかは、特に罪

を重くさせられたそうです。

　興味のある学者さんは、調べてみませんか。

　色々諸説ありますが、国のために死んでいった英霊の方々には、慎んで哀悼の意を捧げます。

ついでにいうのなら、先の大戦の悲劇を繰り返さないことと、初めから負ける戦争をしない国に

したいと、改めて哀悼の意を捧げます。この話の続きはまたいずれ。



頼もしい女房を欲しがる風潮についての一考察（説明？）

こんばんは、小林尊徳です。今回は、頼もしい女房を求める心理についての一考察です。

　男性と、女性と、どちらがメチャメチャな性交渉を求める傾向が違うかによって、パ−トナ−に
頼もしさを求める男女の割合が変わるような気がします。

　若者においては、すでに女性に頼もしさを求める傾向はハッキリ現れているらしいですが、社

会において、メチャクチャな性交渉を求める人の比率が、男女においてどう違うかによって、異

性に頼もしさを期待する比率が違うような気がします。それを理解して欲しい男性が多いような

気がしますが。皆さんはどう考えますか。



幸せと財政再建問題について-小林尊徳

　皆さんこんばんは、小林尊徳です。今回は、幸せと財政再建、借金問題についてお話したい

です。

私は思うのですが、借金というのは、不慮の事故事件でもない限り、幸せから遠ざかれば遠ざか

るほど増えてく性質があるような気がします。つつましく暮らしても、幸せであるなら、そんな

に借金はかさまない様な気がします。

　それで行くなら、我が国は、人間の営みの基本を取り戻していくことが、借金財政から脱出す

る道の様な気がします。

さらに、人間の営みを取り戻すには、疲労がピ−クに達すれば、キチンと休養を取る必要があり
ます。

また、娯楽を引き締め、単位労働あたりのストレス解消費用を、さげるべきです。

ストレス解消費用を減らすには、1にきちんとした健康を地道に取り戻すことと、2に心のスト
レス、つまり悩みを一つ一つ解決していく必要があります。

　そうしたことをキチンと実行していくには、やはり疲れがピ−クに達したらキチンと休むという
習慣が大事な気がします。生活に基本が失われている人たちには、民主党をお勧めします。基本

はできているからとにかく働きたい、あれも欲しい、これも欲しい、と言った人たちには、自民

党をお勧めします。

　借金財政解消には、どれだけ貧相感を出さないか、と言うのも僕は大事にしておりますが、や

はり基本の幸せを取り戻すのが借金財政解消の道のような気がします。皆さんは、どう考えま

すか。この話の続きは、またいずれ。

 



個人情報保護法案と機密保護法案

こんにちは、小林尊徳です。大学に、昔の学友の住所を訪ねても、さっぱりなかなか教えてもら

えません。昔から個人情報保護法案は、善意目的の市民にとっては、大変行政に薄情を感じさせ

る法案だなと、思ってましたが、今回思った、というか、疑ったのは、個人情報保護法案が、一

部の権力者にとっては、やりたい放題の法案になってるという疑念を持ちました。疑念とはいえ

、自民党が普通ありえない特定機密保護法にあれだけ自信をもってる謎は、個人情報保護法案の

やりたい放題に自信を持ったからじゃないのか、と考えると、空寒い思いがします。

　社会福祉の額が雪だるま式に、借金財政が膨らみ続けてるのに、そんなにそんなに一部の権力

者だけが儲かる法案作っていいんでしょうか。民主党さん、頑張ってください。皆さんは、どう

お考えですか。



さまよい人へ-小林尊徳

さまよい人へ-小林尊徳。あなたがたは、信用という、社会生活の営みの、とても大事な一語を、
忘れている気がする。権威でもなく、天下でもなく、信用というとてもとても大事な大事な社会

生活上大切なものを、そんなに簡単にバカにしてはいけない。あなたがたは、信用という言葉を

バカにしてるからいけない。もっと、もっと、信用というものを大事にしなければいけない。



特別講座-自己管理の仕方

今日は、特別講座です。自己管理の仕方です。本当はこれは、超企業秘密で、とてもただでなん

てとんでもない話なんですが、社会や、日本や、世界が、とても困っているようなので、発表し

ます。

　自己管理の極意は、自分にとって大切な物や、特に大切な人を、大切にすることです。これが

わかる人は、だんだん自己管理ができていきます。



財政赤字削減と株価−景気

こんにちは、小林尊徳です。大きな政治目標として、赤字財政から、健全財政へ、貿易赤字を黒

字財政へ、と言う目標がありますが、無論、景気、株価に対して、無関心ではありません。

　ふとおもったんですが、国がドンドンドンドン赤字財政を出し続ける中での企業運営というも

のは、果たして真の意味での優良企業と言えるのでしょうか。

　人々は、景気、景気、株価、株価と言いますが、株価の上昇と財政赤字は無関係なのでしょ

うか。国がしっかりとした財政赤字対策を打ち出し続ける中で育つ企業と言うのが,真の意味での
優良企業なのではないのでしょうか。

　株価が上がらない、上がらない、と嘆くかたは、急がば回れで、赤字財政に目を向けてみませ

んか。また、経済学者にも、赤字財政と株価の関係にも目を向けて欲しい気がします。皆さん、

どう考えますか。

 



19年前の事件−風の谷のナウシカの功罪

こんにちは、小林尊徳です。松本智津夫事件の後始末のお仕事もしてますので、今回は風の谷の

ナウシカの功罪についてお話を。　

　あの映画はノストラダムスの予言に基ずく終末思想ブ−ムと、環境問題が合わさって大ヒットし
た映画でしたが、劇中重要な働きをする登場人物の名称が、「オ−ム」と言う呼称でした。一体
全体、松本事件騒ぎが起きた時に、映画関係者が、「映画のファンはオ−ム真理教とは無関係」と
、即座に発表してくれないもんだから、私は当時、自分の過去の友人達が自分をオ−ム扱いする
のが、全く理解できませんでした。今でも、理解できないまま苦しむ映画のファンは多いはず

です。

　あの映画は環境破壊に警鐘を鳴らしたい映画のはずでしたが、なんてことになったんでしょう

。数年前、何回か、スタジオジブリに登場キャラクタ−の呼称をそのまま使うのは無神経すぎると
、何回か苦言を呈したのですが、聞き入れてもらえませんでした。スタジオジブリノ無神経はい

つまで続くんでしょう。

　代わって申し上げれば、あの映画は環境破壊に警鐘を鳴らす、と言うのが主題の映画だった

ので、当時の時点では、オ−ム真理教とは無関係です。
　しかし、タイタニックにおける「タイタン号の悲劇」と言う小説の話は有名ですが、国難とオ−
ム騒ぎを乗り越えれば、風の谷のナウシカとオ−ム騒ぎは、「タイタン号の悲劇」以上に騒がれる
すごい伝説になるような気がします。

　スタジオジブリには、一刻も早く、無神経を改めて欲しいです。

ところで、現代社会において、巨大映画産業と言うのは、「公害病」に苦しみ。立ち上がった人

達の頃と、ちょっとばかり似ている気がします。

　私はそれで、「言論の自由」という権利の最大限の見直し，尊重、同時に、「表現の自由は、

言論の自由を侵害してはならない」という新解釈を付け加え、活動をして参りました。皆さん、

どうお考えになりますか。



日銀による量的緩和−株価-財政再建-考察

　こんばんは、小林尊徳です。今回は、株価と、財政再建と、デフレ克服論と、掛け合わせで、

お話します。

まず最初に、日銀の量的緩和と言うものがなぜデフレ克服によろしいかと言えば、その天才的発

想は、通貨価値が高くなりすぎたことを是正するという目的で行われるということであり、つ

まり、インフレと逆に、通貨価値が高くなりすぎたわけです。

　とはいえ、労働者、会社側から言えば、トコトン数値のあがらないつまり、名目給料の額が上

がらないというのは、大変労働意欲がわきません。やはり数字があがれば企業も労働者も、ヤル

気が上がるでしょう。

　通貨の供給量が増すと、商品や製品に価格差がつきます。良いものは高く、悪いものは安くな

ります。私は、この価格差というものが、とても良い環境、状況を作り出すと思ってます。同じ

ことは、労働賃金にも言えるでしょう

　ところで、財政赤字で借金だらけの我が国で育つ企業は、株価というもので企業の値段をつけ

てもらえますが、果たして財政と株価は無関係なのでしょうか。国の支援がなければたちまち経

営が傾く様では、株価はなかなか上がらないかもしれません。借金財政をしっかりと改め続ける

ことで、株価はゆっくり上がり続けると、私は信じます。皆さんは、どうお考えでしょうか。



ネット将棋

おはようございます、小林尊徳です。昨夜は徹夜で、ネット将棋をしてました。全部で３局、２

勝一敗です。何を優雅に、とお思いでしょうが、小さいころなりたかったプロ選手と言えば、将

棋の名人でした。我が宮城県にはかの中原誠名人がいて、当時五冠王で、今でいえばちょっと前

の羽生さんみたいなもんでしょうか。中原自然流と言う有名な言葉がありましたが、経済に国難

続きの我が国の今では、自然流はちょっと厳しいかもしれません。羽生さんは、将棋は技術がす

べてと言ってましたが、尊徳流にいうなら、将棋は黒字がすべて、でしょうか。それで勝てれば

最高なんですが。いやいや、ではまたこの話の続きはいずれ。



今どきの...女性(僕だけ？）+成功へのちょっとした秘訣

小林尊徳です。珍しく弱音ですが、今どきの女性は暮らしの配慮そっちのけで、ひたすらエッチ

とか、暴力的に男女交際の押しつけかたをして、目に見える配慮が全く皆無で、心で思ってるだ

けで真実の愛とか言って、どうしてこんなにまで、女性の勝手な言い分ばっか言ってくるんだ

ろうって。なんだか、スト−カ−法が気になってメ−ルも送れないなんてそんなのあるんでしょうか
。目に見える一つ一つのすべてが、既成事実になるのに。ちなみに聞いた話では、イスラムの話

の一部に、男女の誓いを(愛）を、ひたすら精神的に求めていくのは滅びの道につながるそうです
。皆さん、どうお考えになりますか。

　（加筆）わたしは、あなた方は、本気でバカなんじゃないかと勇気をちょっと出していいま

すが、科学技術もそうであるように、人と人の関係は、常にもろいので、いつもいつもその関係

を確かなものに変え続けて行く努力が常に必要だと思うのです。世の中すべて、目に見えないエ

ネルギ−を、確かに安定した結晶体としてのエネルギ−に変えられて行ける人が成功者になれるの
です。科学しかり、社会しかり、恋愛しかり。婚約指輪や、結婚指輪は、確かな確かな愛の一つ

の表現で、男性が女性に示す社会力であり、また誠意です。世のなかはすべて、見えないエネル

ギ−を確かな安定した結晶体に変えられる人達が成功して、前に進んでいきます。いつか分かると
きが来たとき、思い出してください。



財政再建-産業、商業の規制緩和の流れからの転換−黒字化へ

こんにちは、小林尊徳です。産業全体にわたって、強く規制緩和の流れが起きたのは約18年くら
い前です。私が思うに、この国の財産がガラクタに変わるスピ−ドの異常な速さと言うのは、やは
り借金財政に深く関わりがある様な気がしてなりません。公共工事を見ても、なんでここまで異

常にお金をかけて細部までしっかり作って、借金財政で、と思います。公共工事の出来上がりを

みても、そこまで弱者配慮になりきってるか、と思えば、疑念を抱きます。

　思うんですが、規制緩和により技術革新が進めば進むほど、保守点検は、ずさんになったり、

お金がかさむんじゃないでしょうか。もういちどいいますが、財産がガラクタに変わるスピ−ドが
異常に早いのです。

　もしかして、産業、商業の、規制緩和は、一方で、際限なき恋愛規制法案の強化につながって

るんじゃないでしょうか。

　より人間らしい社会の実現のため、産業、商業の規制緩和のスピ−ドをさげて、黒字化と、人間
の幸せのため、恋愛規制法案の緩和を、求めたいと、思います。他でも述べましたが、幸せから

遠ざかるほど、借金が増すような気がします。皆さん、どう考えますか。



考察−世知辛すぎる現代社会の謎

こんにちは、小林尊徳です。今回は、あまりと言えばあんまりな世知辛すぎる現代社会の謎にい

くらかせまります。

　おそらくは、恋愛規制法案-スト−カ−法のせいではないのかと、思います。恋愛規制法案は、カ
ップル愛が実を結んでも尚、二人の愛の確実性を不確かなものに変え続けてる気がします。お坊

さん方、どう思いますか？といってみようとしてビックリ。坊さん方の中には、この現実が返っ

てきついことになるかましれません。渡る世間の世知辛さ、嫁姑より、恋愛規制法案の様な気が

します。皆さん、どう思いますか。



楽曲-バスチアン達へ

こんばんは、小林尊徳です。今日は、楽曲、「バスチアン達へ」です。少年時代、ものすごい感

動を覚えた「ネバ−・エンディング・スト−リ−」と言う映画でしたが、バスチアン達は、なぜ夢を
ドンドン捨てていくのだろう、と言う思いで作った歌です。著作権、版権、微妙に映画会社と重

なりますが、交渉がうまく行けば、是非ＣＤ化したいですね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「バスチアン達へ」　　　　作詞作曲　小林　尊徳

バスチアン　バスチアン　なぜ立ち上がらぬ　なぜ力尽きる

バスチアン　バスチアン　なぜ立ち上がらぬ　なぜ力尽きる

ポ−ラ−・スタ−が　なぜ大事かわからぬか

バスチアンよポ−ラ−・スタ−を　きちっと　測り直せ
　

バスチアンよ　虚無を倒せ　バスチアンよ

バスチアンよ　ポ−ラ−・スタ−を　何回でも　何回でも　測り直せ

バスチアン　バスチアン　なぜ立ち上がらぬ　なぜ力尽きる

バスチアンよ　バスチアンよ　姫はどこだ　バスチアンよ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
（ポーラ−・スタ−＝北極星）　　　（注....道しるべとしての敬称の意味が含まれます）



恐れ多い事ですが—輪廻転生現象を科学的に説明してみる—考察

こんばんは、小林尊徳です。河北新報コルネットに、ダライ・ラマさんの語録が載ってたので、

輪廻転生現象を科学的に考察を加えるとどうなるか、考えてみました。

　仏法でいうところの、善因善果、悪因悪果は広く信じられていて、私も原則かなり以前より信

じております。

　ところで、先祖がえりと言う現象は、輪廻転生なのでしょうか。私が思うに輪廻転生現象とは

、善因善果、悪因悪果の原則が何世代かにわたり、罪としての現れか、善果としての現れか、と

いう偶然が因果応報と重なって現れる現象じゃないかと1考察してみました。
　ダライ・ラマさんと、中国政府の中の悪さは、ダライ・ラマ体制下の後継者選び問題が、双方

に大きなしこりと矛盾があり、ちょっとでも楽にできないかと科学的解釈を加えてみました。霊

魂現象について申し上げれば、現代の科学力では、霊魂を物体として検知するには、100年後、
200年待たねばならない気がします。ただ、超常現象を、大脳のどの部位で識別してるかの研究は
アメリカでかなりの研究がされているようです。チベットと中国の調和のとれた和解が進むのを

、期待しております。また、国際社会も、そう期待してると思います。では、この話の続きはま

たいずれ。



男女同権社会において、究極女性に求めたいこと、期待したいこと

こんばんは、小林尊徳です。先日、男女同権社会が文明として試練を受けている、と書きまし

たが、結局、私が、男女同権社会において一番女性に求めたかった思いが、言葉となりました。

それは、「自分の人生の責任を、他人のせいにしない」ということを女性に望みたいです。男女

同権社会において、究極、女性に求められる資質とは、それに集約されるんじゃないでしょうか

。現実は、複雑怪奇に人間関係はこんがらがってますが、男女同権社会で女性に求められる資質

とは、そこだと思います。他人に自分の言い分は通しても、自分の人生には自分で責任を取って

欲しいです。

　課題の多いテ−マですが、とりあえずこんなところで。



縄文への憧れ-疲労のピ−クの危険信号−考察

こんばんは、小林尊徳です。今日は、縄文への憧れが、疲労のピ−クの危険信号だというのを、
説明、発表します。ご存じながら、弥生時代から稲作が始まり、縄文時代は狩猟採集です。それ

で私は、弥生時代稲作社会の到来とともに、管理社会が始まった、と考えます。

　そうすると、縄文への憧れは、管理社会に対する疲れの現れと、私は察知します。ここ20年の
人間理解と人間観察によって、導きだした答えです。言えば気の毒ですが、前代未聞の石器ねつ

造事件も、縄文研究でした。これも、課題の多い話です。テレビに出てくる縄文の暮らしをホン

トにしちゃう人、ああ言う人は、幸いでしょうね。縄文病におちいったら、管理社会にたいする

疲労を自覚して欲しいと、思います。皆さん、どう考えますか。



ネジが外せない

こんばんは、小林尊徳です。バイクを修理しようと、悪戦苦闘するのですが、「困ったもんだよ

ネジ外し」ってとこです。プロと素人の差が出るところでしょうね。前回の修理の時はインパク

トドライバ−にビスブレイクドライバ−を購入しても、うまく行きませんでしたが、今回はさらに
ネジ外し液剤、ネジザウルス、スパナ六本セット、と購入したけど、なかなかうまく行きません

。握力が足りないのか、ネジ山が潰れるのが怖いのか、どうも思い切って力を入れられません。

ブログでした。



考察-半年続く微熱は大病の予兆

こんばんは、小林尊徳です。今回の考察は、「半年続く微熱は大病の予兆か？」というテ−マです
。

　私は、およそ20年に及ぶ大病の予兆に、半年続く微熱がありました。
そしてしばらく経ってからですが、ある病院で、「微熱をキチンと下げましょう」と言うお医者

さんがいて、根気強く指導されたところ、見事に微熱を制しました。その時から、ああ、微熱

って、下がるものなのだな、と思いました。

　ところで、最近のお医者さんは、昔の事を否定するのが好きなのか、「半年の微熱は大病と関

係ない」と言ってますが、それは社会の激変を無視した考えじゃないのかと、私は思ってます。

　半年続く微熱は、大病として発現しなければ、不道徳行為、もしくは犯罪行為として、大病の

代わりに発現すると、私は考えます。社会の風潮が、犯罪行為や不道徳行為を、あっさり許す風

潮です。大病の代わりとして、不道徳行為や、犯罪行為に走ります。その結果、通ってたお医者

さんの所には，行かなくなります。

　私は、微熱が出るたび、風邪薬を飲んで、しっかり熱を下げます。

　現代社会と言うものは、大切にしてきたものを、あっさりと捨て続けていけば、出世も蓄財も

思いのままの様な気がします。しかし、そういう生き方は、あまり長続きしないような気もし

ます。

　私は、ひと時の勝ち負けよりも、自分の人生の道のりを最後までキチンと歩める生き方をどち

らかと言うと重視します。

　皆さん、どうお考えになりますか。



ダ−スベイダ−の情報です。（3）

ダ−スベイダ−の情報ですが、生まれながらにして、完全無欠な無精子症者であるらしい、と言う
ことです。人間離れした念力も使いますが、その最大超能力は、ありとあらゆる男女の愛を引き

裂く力にあるようです。う-ん、苦戦。尊徳。



光明神（アフラ・マズダ）ｖｓ暗黒神（ア−リマン）の戦い

こんにちは、小林尊徳です。オカルティックな話が続いてますが、暗黒神（ア−リマン）に対して
、光明神（アフラ・マズダ）はどうやったら勝てるのでしょうか。う-ん、難しい、力借りたい、
知恵借りたい。昔から、難しいテ−マらしいです。私の読みだと、国家総力戦と、世界大戦を起こ
せない、選択できない時代は、神族（ゴッド・サイド）ｖｓ魔族（デビル・サイド）の戦いにな

る気がしますが。

　ところで、イギリスが送ったあの勲章、「イスラムは悪魔」と言い切った学者の話は、国際道

徳として、非常識だと私は思ってます。「イスラムの矛盾」と題名変えるだけで、友好的な話に

なると思うのにな、と思います。皆さん、どう考えますか。



日中関係において−小林尊徳

こんばんは、小林尊徳です。日中関係は、とても重要な関係でありながら、お互いに感情を刺激

しあうやり方で、もっと外交力を駆使したやり方で、日中関係を乗り越えて欲しいと思ってる。

　先の日中戦争がはじまったころに、若い理想に燃える青年将校が掲げてた言葉が、「大東亜共

栄圏」と言う言葉だった。理想と裏腹に現実に行われていたものは、見るに耐えかねる残虐非

道ばっかであり、中国に対して中国国民に対して申し訳ないと思ってる。

　しかし言わせてもらえば、我が国はアメリカを中心とする連合国軍に対して無条件降伏したわ

けで、中国の軍事力にひれ伏したことは歴史上一回たりともない、と言いたい。

　侵略戦争のお詫びは言えるが、我が国は中国との交戦において軍事力で屈服したことは一回も

ない。このことは覚えて欲しい。

　話代わって、せっかく日本、韓国、中国に囲碁があるのだから、親善友好囲碁試合を行えば、

地道ながらも、交友は深まるだろうか。

　また話代わるが、阿部総理の主張する先制攻撃論や、それに伴う集団的自衛権の政策には、私

はあまり賛成しない。国家予算、周辺国との外交状況、および自衛隊の活動のしやすさなど、問

題ばかりである。

　それより、国連ＰＫＯ部隊の派兵規模、実戦制限の大幅緩和など、国連承認下における軍事活

動に大幅な作戦行動権限を与える法案の方が、我が国を安全な方へ導く気がする。

　核武装に関しては、もう国家予算が一杯で、核武装は現実的な選択肢となってる気がします。

　その場合、私の理想では、「専守防衛、平和憲法」を維持したまま、反撃専門の核ミサイルを

潜水艦に300発積めば充分世界とわたりあえるし、維持コストもかなり楽だと思う。
　世界一のイ−ジスシステムは、先制オプションを選べば、85％は運用効率が落ちるだろうと、私
は思っている。

　ところで、日中ともに、あまりに感情的な表現は避け、建設的に、生産的に、大人のやりとり

をしてもらいたいと願っている。

皆さんは、どうお考えになりますか。



内需拡大策から貿易振興策への転換（3）

こんばんは、小林尊徳です。再び、内需拡大策から貿易振興策への転換の話です。内需拡大と言

う呪いの言葉をかけた人

達が呪いを解かずに、朽ち果てて行って、呪いは自力で解かねばなりません。人口問題を言う人

がいるのであれば、農業革命を起こし、飛躍的に農業生産力を上げる、と言う方法もあります。

　私が考えている農業革命は、稲作の場合、全て水田であるところに目をつけ、電気分解現象に

目を付けた、電解肥料液を使った新栽培法はないか、と考えました。電気栽培米ですね。全く新

しいです。

　エネルギ−問題で言うならば、現在は安全保安上の問題は深刻な社会問題ですが、原発の原料
は500年分あるとか言われています。
　貿易摩擦の話は記憶鮮明に残ってますが、理性的に考えれば、軍事摩擦より幾分マシな気もし

ますが。

私は、松本智津夫被告を国際刑事法廷に突出し直す、と言う主張もしておりますが、その動機の

一つに、20年前、日本で、世界で、何が起きていたのか、今だ考えの整理の付いてない人が多い
と思います。松本智津夫事件のトラウマを日本からできるだけ取り除き、あの時期何がなんだっ

たのか、という思いを整理できれば、国政に分かりやすさが、財政に黒字幅が、でるような気が

します。

　ついでに言えば、より強くしっかりした国連を望みたいです。国連がしっかりしてれば、世

界中、やりやすいと思います。

その要点は、「世界への貢献は、国連で。自国の利益は、自国で」この分かりやすさが大切な」

気もします。

中国は、一人っ子政策の矛盾の解消にまるっきり間に合わず、我が国は財政問題で火の車です。

両国ともに内政の行き詰まりです。

　貿易拡大策は世界中望んでいると、思います。世界中お金がありません。

（以下の文は前の記事の抜粋も含めます。）

　このことは民主党にも申し伝えましたが、内需拡大策から貿易振興策への転換、と言う言葉は

どうやらわずかながら戦争回避へと向かわせる力もあるようです。世界の戦争圧力もわずかなが

ら下げるようです。

　ところで気になるのが貿易赤字ですが、やはり行き過ぎたスト−カ−法が、国際ビジネス現場で
、完全な押し負けになってるようで、アフリカや東南アジアでは、「売り惜しみ」という声もい

くらかささやかれてるらしいです。

　ところで国内的には、スト−カ−法の規制をゆるめると、晩婚化に歯止めがかかります。これは
、男女交際の限界が早めに来るので、お互いに諦めが着く時期も早まる、と言うことです。

　もうひとつ、「不道徳性表現」に関する規制も強めなければなりません。これは、性欲盛んな

男女に、キチンとした結婚が、あまりに過酷すぎる環境になってるから、と言う理由です。

　貿易が盛んになれば、我が国は海洋国家で、現時点では、世界で1,2を争うほど貿易に利した国



勢です。貿易で儲かりまくったお金は、今度は国連に第2次大戦お詫び金と言うものを計上してみ
ませんか。世界外交、特に東アジア外交がスム−ズになると思いますが。皆さんは、どう考えま
すか。

 



暗黒神と光明神の戦いにおける一つの解答

こんばんは、小林尊徳です。ア−リマンと、アフラ・マズダの戦いに、子孫が大事は、励ましにな
りました。で、新しい考察結果ですが、暗黒神と光明神の間で、闇と光のバランスを測り、ジャ

ッジする、第三者が必要と、言う話になりました。

　日本神話では、月読姫が、そういう役割でしょうか。闇と光のバランスを測り、闇の者たちを

なぐさめるのも、また月読。

　攻略方が浮かんできました。乞うご期待。



女性に強く望む事−小林尊徳

こんばんは、小林尊徳です。先日も書きましたが、女性に強く望むことは、男女同権社会である

以上、自分の人生の責任を、他人のせいにしない、と言うのを望みたいです。言い分として自分

の立場を伝えるのは基本ですが、自分の人生の責任を他人のせいにするんじゃ子供と同じです。

厳しい人生渡って行くのに、頼もしいパ−トナ−が欲しいです。子供じゃ困ります。他人のせいに
する女性は、一緒になれば、いざと言う時に全く役に立ちません。父親じゃないんです。困り

ます。勢いとツキに頼って相手を選ぶ年齢でもありません。大人の女性でありながら、子供心も

大切にする、そんな女性がいいかな。

　（加筆）甘えたいという欲求は、本来小さい子供が自尊心を回復するために行う動作で、性体

験の年頃になれば、それはほとんど求愛行動と変わらないことだと、私は考えます。大人の女性

であるならば、「甘えたい」と言う表現じゃなく、「愛情の確認」と言う言葉を使って欲しい

です。これは、長続きするには、大切なことだと思います.
  (加筆）ここ5,6年、大変真面目に一生懸命暮らしてまいりました、生活を楽しく過ごそうという
努力はしますが、その実いたって真面目に暮らしてまいりました。女性に望むことは、暮らしか

ら逃げたいのか、ほんとに愛なのか、考えて欲しいです。もう私は勢いで行ける年でもありま

せん。尊徳。

 



天は自ら助けるものを助ける

こんにちは、小林尊徳です。今日は、有名な言葉ですが、「天は自ら助けるものを助ける」を紹

介します。この言葉は、

自分で自分を自ら助けようとするものに、天の助けが来る、と言う意味です。自らを助ける気が

ない人を助けるのは非常に困難な話、と言う意味でもありますね。とても厳しく、冷たく感じる

かもしれませんが、人間社会の、一つの真実でもあります。ではまたいずれ。



ところで-あらぬ誤解

こんにちは、小林尊徳です。あらぬ誤解があるようで説明しときますが、バブル崩壊前に、あま

りに仕事に熱中しすぎて、歯をキチンと磨かなくなって、歯をうんと悪くしました。シンナ−を吸
ったことなど、一回もありません。あと原因を述べるなら、パチンコの景品のチョコレ−トのせい
でしょうか。

　ところで現在ですが、もう7年前から、歯槽膿漏予防に、歯磨きの度に、歯茎も良く磨くように
しています。そのお陰か、あまり虫歯が増えなくなりました。



ネット将棋が１レベル上がりません

こんばんは、小林尊徳です。どうしても、ネット将棋のレ−トを、１レベル、200ポイント上げた
いんですが、どうしても勝ったり負けたりで、１レベル上がりません。何かいい上達法、方法

って、ないでしょうか。



恐れ多い話ですが水子霊と科学について1考察

恐れ多い話ですが、今日は水子霊と科学についての一考察を小林尊徳が申し上げます。

　さて、水子霊の話の文献を和尚さんなどの本で読むと、凶悪に凶悪に理不尽に弟や妹に祟る、

と書いてあります。

　しかし、本当に純粋に霊だけの話だとして、兄や姉に祟らないのはちょっと不合理な気がし

ます。

　恐れ多い話で申し訳ありませんが、今の話から考えると、水子をおろす時に、母体と子供の間

の愛情伝達をつかさどる器官が何がしかひどい損傷を起こしているのでは、という可能性が考え

られます。ホルモンの分泌か、神経の損傷か、はたまた大脳のどこかの部位か。

　そう考えれば、弟や妹にしか祟らないという現象が納得いきますが。

　科学の時代です。ちょっとやそっとで平気で水子を作る人をどうこうできるものではありま

せん。

　もしお医者さんのなかで水子を作り続けるのが耐えられない、というお医者さんがいるのなら

、ちゃんと統計デ−タを集めて、
　やはり圧倒的にちゃんと育たない例が多いのであれば、母体と子供の愛情伝達器官の損傷の可

能性を科学的に証明できると、説得力が全然違うでしょう。

　恐れ多い話で申し訳ありませんでした。

 (加筆）基本は科学の世界、社会ですが、水子霊、水子供養現象は、確かにあると思います。お願
いですから、誰か志の高いお医者さんが、水子現象を、科学的に、医学的に，解明してくれない

でしょうか。理不尽のひどさに悩む人は多いし。科学、医学で解明してくれれば、統計学的だけ

でもいいんですが、もっと、社会も、国も、楽に過ごせるようになる気がするんですが。尊徳。



楽曲-愛があふれ出す

こんばんは、小林尊徳です。今日は、楽曲、「愛があふれ出す」を発表します。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「愛があふれ出す」　作詞・作曲　小林　尊徳

愛があふれ　愛があふれ

空に愛があふれ　陸に愛があふれ

昇る地平線の太陽から　愛があふれ出す

愛に破れ　愛に泣いて

今度こそはと何回も　今度こそはと何回も

輝く星座と月夜を眺め　愛をなぐさめる

愛に笑い　愛に怒り

陸に愛があふれ　空に愛があふれ

昇る地平線の太陽から　愛があふれ出す

愛に泣いて　愛に笑い

幾億千年と続いている　命のレボリュ−ション

空に愛があふれ　陸に愛があふれ

昇る地平線の太陽から　愛が注がれる

涙を拭いて　涙を拭いて

時に空は怒り　時に陸は怒り



それでも昇る地平線の太陽から　愛が注がれる

愛を届け　愛を伝え

いつか愛を届け　いつか愛に応え

昇る地平線の太陽から　愛が注がれる

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
この歌も、作って5年でしょうか。スケ−ルの大きい歌です。歌って欲しい歌い手さんはいるので
すが、ＯＫはなかなかもらえません。ところで、私は決して冷酷無慈悲な人間ではないと、言っ

ときます。

 



TVに出てるダ−スベイダ−が憎い人へ-（4）

こんにちは、小林尊徳です。ダ−スベイダ−の家は、足利幕府の時代に、闇の刑務所の支配者と
して、取引をしたそうです。以来、闇を束ねる一族として、長く日本宮城松島に君臨したそう

です。松本智津夫が言った「空」というのは、神話に出てくる男性でも女性でもない存在で、こ

の世の終わりに現れる、と言われています。知り合って以来、24年間、いいやつだと信じて付
き合ってましたが、自分の家の不幸のほとんどが、ダ−スベイダ−のせいだとは、と言う思い
です。40年以上続いてる屋外のボットン便所が、兄弟4人あわせて、すごく排便に気を使う習慣
になっており、文字通り、恐ろしいクソ力を持った一族です。

　完全無欠の無精子症者は、あらゆる愛を滅ぼす存在です。新説では、ヒトラ−も、完全無欠の無
精子症者を疑われてます。

健康医学的には、いざ、まずい！と言う時には、嘘をつけ、と言われると、発育が可能らしい、

ということです。奥さんは、もちろん偽装結婚でしょう。イザとなったら、名誉棄損で訴えられ

ても、法廷にひきずりだして決着を付けようか、て思いです

。一番の頼みだった厚生省が取り合わないので、さすがに頭にきました。皆さん、どう考えま

すか。

　（加筆）ところで、良く考えると、完全無精子症者は、疑似愛情要求行動を、無制限に行うこ

とが理論上可能なので、理解してやろう、あげようと思えば、トコトンまでカモにされてポイで

ある。尊徳。



相手にされない悩みに対して-恩が大事−先人の知恵

こんばんは、小林尊徳です。今日は、他人に相手にされないと言う悩みに対して、魔法の様に効

目のある、恩が大事という言葉を伝えましょう。いじめの多くは、怖くていじめるらしく、また

、相手にしない人たちの多くが、怖くて近づかない、と言う例が多いようです。ちなみに、恩着

せがましい人達の多くは、自分自身、あまり恩を大事にしない人が多いようです。せっかくかけ

た愛情が、仇で返されるのは、嫌なものです。ちなみに、たくさんのさまよい人達を正道に返さ

せるのも、この恩が大事という言葉のようです。気長に唱える言葉ですが、だんだん人生が上向

くでしょう。それではまた。



今度こそ、コシヒカリに、勝つ！

こんばんは、60年以上繰り広げられてきた、米どころ日本一、新潟対宮城だが、「ササニシキ」
の次に「コシヒカリ」に挑戦した「ひとめぼれ」も、また横綱「コシヒカリ」の前に惜しくも敗

退しそうだ。しかし今度は秘策がある。尊徳の秘策の一つが、「名前」だ。「コシヒカリ」相撲

が国技の国で、「腰」で負けてはいけない。米の命名を「蔵王の越」「ザオウノコシ」にして、

再び「コシヒカリ」に挑戦する。明日から、早速当局へ陳情を。ではこの続きはいずれ。



考察-第二国際連合部会の必要性

おはようございます、小林尊徳です。今日は、考察です。

世界は、国際連合のより高い役割を必要としてながら、国際連盟の時のような失敗を恐れて、国

連があまり役割を果たせないでおります。そこで、国連により信頼感と安心感を持たせ、より安

全に、役割をもっと果たすため、第二国連の作業部会を持つべきでないか、と思います。世界は

、より国連を必要としています。皆さん、どうお考えですか。



ダ−スベイダ−の情報（5）

こんにちは、小林尊徳です。ダ−スベイダ−は、かなり前から、ダニ、ノミ妖怪との情報はあった
のですが、今回、ムカデの主食がダニやノミとの情報が入り、あるキチンとした筋に、ムカデの

正統妖怪に出陣お願いして、ダ−スベイダ−を食べてもらってます。くわばら。くわばら。



考察-因果応報の新次元−新因果応報律

こんにちは、小林尊徳です。今回は、世界も、日本も、基本的に「くりかえせない」という命題

を背負った現代社会を有利に生き抜く道、「新因果応報律」に関して、お話します。

　簡単に言うと、善因善果、悪因悪果の因果応報のル−プを、一段上の因果応報のル−プに入る、
という考えです。

　古来より、それをひたすら求めてた行者さん達が多かったようですが、どうも「くりかえしが

できない時代」と言うのが、因果応報の新ル−プに入る条件のようです。
　興味のある方、どうお考えになりますか。



北朝鮮に核放棄を迫るため、我が国も核装備の構えを

おはようございます。小林尊徳です。今日は、北朝鮮に核放棄を迫るため、我が国も核装備の構

えを、と言う話です。

どうやら、安倍総理の前方展開戦略は、北朝鮮を強く意識したもののようですが、私は、北朝鮮

に核放棄を迫るには、我が国が本気で核装備の構えを見せるのが，肝要かと思います。

　私は、世界に向けて実戦的かつ現実的な世界核軍縮を迫りたい考えですが、「力なき正義は無

力なり」の言葉を踏まえ、300発ほどの核ミサイルを潜水艦に配備、平和憲法と専守防衛を維持し
つつ、反撃専門の核戦力をそろえ、その立場から、世界に核軍縮をアメリカと共にメッセ−ジを世
界に送る、こんな考えを持ってます。話半分な気もしますが、皆さんは、どうお考えになりま

すか。

　（加筆）安倍総理の前方展開戦略について述べましたが、私としては、国連ＰＫＯ部隊を5万人
規模で派遣できるよう法改正して、国際社会の要望に応えるやり方がいいのでは、と思ってま

すが。また戦闘制限も大幅に緩和して、ですが。かなり慎重を期しすぎてる気がしますが、戦後

体制の我が国としては、先制オプションや憲法改正の前に、ＰＫＯ部隊の大幅な戦闘制限緩和と

いうやり方が、我が国のみならず、国際社会及び同盟国アメリカにも、良い判断力と影響力をも

たらせられると、思ってます。皆さんは、どう考えますか。この話の続きはまたいずれ。

 



先人の知恵-さわらぬ神にたたりなし

こんばんは、小林尊徳です。今日は、先人の知恵-「さわらぬ神にたたりなし」を、話したいと思
います。いわゆる、世の中には、小中学校にもいるし、大人の社会にもいるし、とても世人には

到底はかりがたい複雑な事情を持ってる人はいっぱいいます。その人にいくら関わっても、いじ

めと言われたり、逆にいじめられたりもします。どうにもならない事情を抱えてる人に対して、

へたにつつくりまわすと、大騒ぎになったりもします。ですから、用がないひとや、権限を有し

てないひとは、「さわらぬ神にたたりなし」と考えて、近づかないのは、先人たちの知恵です。

「相手をしてやってる」というのは、いつも凶悪ないじめっこの言い分のような気がします。皆

さん、どう思いますか。

　（加筆）いじめっ子じゃない人の言い分は「面倒をみてあげてる、面倒見てる」だと思うんで

すけどね。皆さん、どう考えますか。両者の違いを長い目で追えば、どちらがいじめっこか、は

っきりわかる気がしますけどね。で、ついでに、自己の尊厳ふみにじって、生活に勝手に立ち入

って、暮らしの面倒一切見る気ない人って、完璧いじめですよね。

　ついでに、「相手にしてやってる」が、いじめでないとしたら、この世はすべてサイキッカ−の
独断場で、内向的な世界が、おわりません。いじめです。「相手にしてやってんだ」って、頼ま

れもしないのに。



東日本大震災−3年

こんにちは、小林尊徳です。東日本大震災から、3年経ちました。信じられない未曾有の災害に、
皆呆然としたものでした。我が宮城には、まだまだ震災の傷跡が一杯残ってます。大事な家族も

失いました。まだまだ頑張らなきゃと思うと同時に大震災の被害者並びに遺族の皆様に、謹んで

、哀悼の意を捧げます。



ドラクエＶ-天空の花嫁

こんばんは、小林尊徳です。いやあ、こんなことしてる場合じゃないと、お叱りのかたもいら

っしゃるかもしれませんが、「ドラクエＶ-天空の花嫁」プレイ中です。海の神殿に入る前で、1年
間近く迷ってたんですが、ついに海の神殿を抜けて、エルヘブンまで来ました。で、そっから先

でまたつまづいてます。誰か教えて！



多発複雑化する犯罪件数を押さえ、借金財政解消を

こんばんは、小林尊徳です。今日は、赤字財政の解消に、複雑かつ多発化する犯罪対策を立てね

ばいけないと、思います。真面目な勤労者が増えれば増えるほど国の黒字が増えるわけなので、

逆に言えばそれこそ犯罪の摘発件数が、氷山の一角ではないのかというほどに、犯罪が横行して

いる気もします。警察、警察、と言っても、犯罪者を生み出さない社会作り、政治が必要な気が

します。

　そこで、さて何が必要かと言えば、民主党にも申し上げましたがいわゆる、「風紀の乱れ」と

いうものを戒めなければいけない気がします。ひどい不道徳性表現の氾濫、パチンコ業界の野放

しなど、犯罪者を作り出す環境をほったらかしすぎの様な気がします。まだまだ真面目な方も一

杯いますが、自由社会における自由と言うものが、少しあまりにも過酷過ぎる自由と言う気がし

ます。皆さんは、どうお考えになりますか。短いようですが、この話の続きはいずれ。



日中韓国際親善囲碁試合（囲碁Ｗ杯）

おはようございます、小林尊徳です。日中、日韓，軋みが続いてますが、やはり早く日中韓国際

親善囲碁試合を開催したい思いがあります。なんか、それっぽい大会もあるらしいんですが、詳

しいことは分かりません。民主党にも時々具申してますが、このに中間の軋み激しいとき、早く

日中韓国際親善囲碁試合をやりたいですね。場合によっては特別参加でアメリカの碁打ちさんも

含めて。事実上の囲碁Ｗ杯になるような気がします。

　ところで、日中友好にからんで、仙台市八木山動物公園のパンダ誘致のお話が、進展があると

うれしいです。パンダ誘致、応援してます。短いですけどこんなところで。



考察-コンピュ−タ将棋時代にル−ル変更

おはようございます、小林尊徳です。小さい頃からの将棋ファンですが、僕はコンピュ−タに強い
ものですから、チェスの終焉以降、将棋界の未来に思いを馳せ、スポ−ツの様にル−ル変更できな
いかと考えてました。

　コンピュ−タのハ−ドウェアの進化は凄まじいものがありまして、将棋のル−ルと勝利技術を上手
にコンピュ−タ言語に変えてしまう者が現れれば、いともたやすく、あと4〜5年でプロが完敗する
可能性があります。

　しかし、コンピュ−タ技術の進歩のためにも、将棋と言う頭脳ゲ−ムが、人間が完敗するという
状況はあまり好ましくない気がします。人間性として、コンピュ−タ嫌いが増えるでしょう。事実
、チェスが駄目になったイギリスでは、コンピュ−タ嫌いが急速に増えてると言う噂です。
　で、新ル−ルを色々考えたのですが、二歩に関しては、徳川時代以降の禁じ手で、なんでも、「
臆病者の兵士を作らない」と言う意で、二歩厳禁が今も続いているらしいです。

　で、ビックリするほど面白い新ル−ルは、「偽玉」、「スト−カ−」、「ミサイル迎撃」、なんて
要素も含めた「シバリ駒」と言う新駒です。

　このシバリ駒という駒は、敵の駒の移動範囲内に置くと、敵の駒は、「移動範囲外に動く」か

、「シバリ駒を取る」か、どちらかしか選択できません。まさに恐怖のスト−カ−か、もしくは「
偽玉」、と言うわけです。

　最初に一枚ずつ持ち駒にして、玉と同じ動き方で、好きな時に使うわけです。無論、取れば持

ち駒です。

　このル−ルを採用すれば、コンピュ−タは、100年は追い付けないでしょう。ワッハッハ。
　人間の頭もプロ棋士の頭脳も柔軟なので、すぐ対応できるでしょう。ワッハッハ。将棋は不滅

。

　ではこの話の続きはいずれ。



聖剣エクスカリバ−です。

おはようございます、小林尊徳です。これは、この尊徳が大志

を成し遂げ、平和と愛を取り戻すため特別に手に入れたア−サ−王ゆかりの勇者の聖剣、エクスカ
リバ−です。少し写りが悪く残念ですが、是非お見せしたいと思いました。これからは、画像も増
やすつもりです。これからも、このサイトブログ，宜しくお願いします。



ブログ−ダースベ−ダ-との決戦（サイコ編）

こんにちは、小林尊徳です。昨夜、ダ−スベ−ダ−との、決戦があり、勝利を収めました。サイコ戦
でしたが、サイコ戦だけで済めば、という思いは当然あります。

　決戦を制したのは、「大開運水晶」と言われる両剣水晶が導き出したダ−スベイダ−への問い、
「人間は一体どこから生まれて来たと思う？」という問いでした。この問いが、完全無欠の無精

子症者には感覚的に精神がもたないらしく、自己矛盾を引き起こし、計算力がパンクした、とい

うことです。

　同時に、世界中にいたシバたちが、パンク分解をしたということです。

　驚く話です。松本智津夫は、本物のシバでなくても、本物のシバ達はどうやらいたようなの

です。

　昔の話では、「我考える故に我あり」と問うと、シバ達は暴走したといいますが、現実に通用

したのは、「人間は一体どこから生まれて来たと思う？」でした。

　すごい戦いを繰り広げておりますが、早く現実的な恵みに一杯ありつきたいと日々思ってる尊

徳でした。



両剣水晶-「大開運水晶」

こんにちは、小林尊徳です。今日は、両剣水晶、「大開運水晶

」を紹介します。昔の人達はほんとに欲しがったと言う「ダブルポイント」と呼ばれる水晶です

。浄化力が特に強いと言われています。

　エピソ−ドがあって、最初この水晶の作品番号は「37564」と言う作品番号（商社の）でしたが
、開運縁起物にこの番号はないと、商社に何べんも掛け合って、作品番号を変えてもらいました

。ああ、いいお店です。ではまたいずれ。



名古屋の女性

こんばんは、小林尊徳です。名古屋に最近知り合った女性がいます。いわゆる男女の仲はさほど

深くもないのですが、ブログに書けないマニアックなオフレコなどを伝えています。皆さんよろ

しく。



ブログ-2000光年隣の地球型惑星

こんばんは、小林尊徳です。2000光年隣に、地球型惑星が発見されてるって、知ってました？
　ドイツの天文学者が発見してくれたらしく、非常にありがたい発見です。これで、のちの子孫

たちが隣の惑星に旅行に行くのを楽しみにしながら、中秋の名月に惑星眺めて。人生の終焉を迎

えるという楽しみが増えます。死は誰にとっても嫌なものです。後世に託せる思いは素敵なもの

です。国内にも、早く隣の地球型惑星を見学できる電波天文台できないかな、と思ってます。僕

が県会議員になったら、宮城に建設しようかな、ヒッグスなんていいから。ではまたいずれ。



借金体質−借金癖

こんばんは、小林尊徳です。今回は、借金癖−借金体質について、述べます。
　いわゆる借金癖は、人生の壁を乗り越えるのに借金を利用して、それが癖になると、借金体質

になります。だれでも一度は、人生の壁を乗り越えるのに借金をする、もしくは借金してみたい

、と言うことはあると思います。

　しかし、その壁を乗り越えるのに借金と言うのは、戒めなければ癖になる、借金体質になる、

と思うのです。

　自民党政権は、戦後、賠償請求を赦免していただいて、いくらでも先進諸国から金を借りれた

ころのままの感性で、借金し続けているんじゃないかと、思ってしまいます。

　慎重に吟味した国政のかじ取りは、借金体質ではいけないのではないのかと、思ってしまうの

ですが。

　「借金を返し続ける人は死なない」、と言いますが、それは反面、「借金を作る様な生き方を

戒める」、という現象であるかも

知れません。

　どうか、借金体質をあらためて、国政のかじ取りを、良く吟味して行ってもらいたいと、自民

党政権に対して思ってます。

　借金財政に危機感を抱く人は、この尊徳並びに民主党を、どうか応援お願いします。



株価、株価といいますが-借金財政は、株価と無関係でしょうか

おはようございます、小林尊徳です。どうも自民党首脳部は、株価が下がる度に、ダ−スベイダ−
の顔を立てろとかおっしゃるようですが、借金財政のすさまじさと、株価の低迷は、無関係なの

でしょうか。

　統計調査を加えればハッキリわかりますが、国の財政破綻に無関係に業績を上げられる率の高

い企業ほど、株価は高く維持されてるはずです。ま、しかしそんな調査力はありませんが。

　国への依存度が高い企業であればあるほど、どんなに頑張っても、借金財政がキツければ、株

価は低迷します。

　これはどういうことかと言うと、厳密には国が企業のしりぬぐいのし過ぎなのです。

　つまり国が、企業に対して過保護と言える状況なのです。

　社会問題化される企業活動の話が少なくなりました。これは企業のしりぬぐいを国がしている

、ということなのではないでしょうか。

　とはいえ、みずみず企業に大量倒産をさせたいわけではないので、借金財政を改め、企業に対

する過保護を少しずつ改めるべきな気がします。そうすれば、株価は上がるでしょう。

　借金財政と、株価の低迷は、無関係ではありません。皆さんは、どう思いますか。



楽曲-「黒字化」

こんばんは、小林尊徳です。こんな劣悪な環境で生きていても、どういうわけか不思議と太って

きます。栄養分もあまりないはずと思っても、太ってきます。これはもう仕方ない、ぜいたく

病か、ということで、楽曲「黒字化」です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「黒字化」　作詞作曲　小林尊徳

黒字化への決め手は　ぜいたくなれ　ぜいたくなれ　ぜいたくなれ　ぜいたくなれ

問題が解決した以上　ぜいたくなれ　ぜいたくなれ　ぜいたくなれ　ぜいたくなれ

黒字化　黒字化　ああ黒字化

ぜいたくなれ　ぜいたくなれ　ぜいたくなれ　ぜいたくなれ

ああ黒字化　ああ黒字化

ぜいたくなれ　ぜいたくなれ　ぜいたくなれ　ぜいたくなれ

暮らしの努力に手を抜かなくても　ぜいたくなれ

引き締めるとこは引き締めて　出すべきとこはだして

ぜいたくなれ　ぜいたくなれ　ぜいたくなれ　ぜいたくなれ

ああ黒字化　ああ黒字化　健全な黒字化

引き締めるとこは引き締めて　出すべきとこは　ちゃんと出して

ああ黒字化　ああ黒字化

ぜいたくなれ　ぜいたくなれ　ぜいたくなれ　ぜいたくなれ

守銭奴は男と女を出し惜しみ　愛への出費も出し惜しみ

ぜいたくなれ　ぜいたくなれ



−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
面白い仕上がりの歌になっています。先進諸国はぜいたくに慣れ過ぎです。ぜいたくの慣れ過ぎ

に気づかないと、肥満や、借金財政につぶれてしまうでしょう。この歌も、似合う歌い手さんが

いれば歌ってほしいですね。



朗報？です。

こんにちは、小林尊徳です。米ロ核軍縮条約交渉に、中国も招待、参加を促すというニュ−スが入
りました。うまく行くかわかりませんが、頑張ってる人達は他にもいっぱいいますね。核軍縮交

渉に中国も招く、いいニュ−スです。結果が待ち遠しいです。ではまたいずれ。



ブログ−電気代が大変です。

こんばんは、小林尊徳です。お風呂が壊れてて、投げ込みヒ−タ−と言う電気式お風呂沸かし使っ
てますが、電気代がバカになりません。2か月連続で月額19000円です。暮らしてゆけません。な
んかいい方法ないでしょうか。



将棋がスランプです。

こんばんは、尊徳です。ネット将棋に力入れてるんですが、より勝とうと思ったら、さらに勝て

なくなりました。スランプです。新ル−ルとなにか関係があるのでしょうか。



将棋盤と駒（正面）

こんばんは、小林尊徳です。今日は、小学四年生の時に、仙台

市の小学生将棋大会に入賞した時に、父に買ってもらった将棋盤と、駒の画像です。脚付の、立

派なものです。当時は、強くプロ棋士に憧れて、将棋道場に通いたいとか、思ってました。今

でも、将棋のプロには、強い憧れを持ってます。



将棋盤と駒（斜め）

斜め角度です。立派でしょ。子供ができたら（結婚しなければ

いけませんが）、あれしてやりたい、これしてやりたい、とか、色々思ってます。尊徳。



安心できる地球の新国際秩序作り

こんばんは、小林尊徳です。今回は、「安心できる地球の、新国際秩序づくり」に関するお話を

したいと思います。

　この構想の動機は、核抑止力の時代に、国家総力戦も、第三次対戦も、絶対に引き起こせない

、と言うのがポイントです。ですから、国連の枠組みの中で、アメリカを「国際安全保障責任国

」すなわち、日本でいうなら、「アメリカ幕府」を世界に開いてもらう、という構想です。

　もちろん、幕府といっても、構成国は、基本民主主義です。そして日本は、加賀前田藩のよ

うに、「五大老」すなわち常任理事国のメンバ−にすべりこんで、世界の五大老に入るわけです。
　そしてロシアは、国連を補完する目的の第二国連における安全保障責任国として、ＮＯ.2の座を
得るわけです。

この構想のポイントは、閉鎖社会の統治に自信のないアメリカに、抜群の統治実績を誇る徳川ス

タイルを紹介することにあります。

　そしてもう一つのポイントは、カメハメハ大王のハワイにおける説話も取り入れて、（宇宙人

がいるかいないかわかりませんが）宇宙で地球が孤立しないように、というのもポイントです。

徳川スタイルは、異国の存在がある状況でのスタイルだからです。まあ、日本が天下を取りたい

、と言う人も多いでしょうが、敗戦国だし、貿易には世界一適した地理だし、ま、場合によっ

ては、「国際災害派遣責任国」という考えもあり、すなわち「世界の119番」を取る、と言う手も
あります。119番なら、安全保障は、かなり長い事確実に安全を保てるでしょう。
　かなりいきなりでは、分かりにくく、難しいでしょうが、「安心できる地球の、新国際秩序

作り」についてのお話でした。ではまた、この続きはいずれ。



仕事について

こんばんは、小林尊徳です。現金を稼げる仕事については、諸事情と、健康の都合があって、大

変慎重に健康づくりをしながら、探してる状況です。心配かけて申し訳ないです。そのうちに何

とかしたいと思ってます。今、バイク修理の途中です。



国家財政の巨大な敵-松本智津夫被告を国際刑事法廷に突き出そう

国家財政の巨大な敵-松本智津夫被告を国際刑事法廷に突出し直して、最高裁のお白洲をバカにし
た松本智津夫被告に全てをゲロさせてやろう。最高裁で駄目だからと諦めないで。小林尊徳。

　（加筆）松本智津夫オ−ム事件のトラウマに悩んでいる人は、まだまだ多いと思います。改めて
、松本智津夫を、国際刑事法廷へ突出し直そう。

  (加筆）皆松本智津夫のせいにすると批判する人がいるようですが、大きく大きく天下国家のため
、松本智津夫を国際刑事法廷へ突き出す必要があると、思ってます。また、19年前の日本人のト
ラウマから、松本智津夫の影響を拭い去って、当時の状況を整理して国民の皆さんが考えられ

たら、とも思います。尊徳。



カウンタ−を、付けて見ました。

こんばんは、小林尊徳です。カウンタ-を、付けて見ました。閲覧者数が結構多いので、知らせて
見たかったです。



ああ、バイクの修理がうまく行かない...

こんにちは、バイク修理と言っても、いつか買い替える気でいますが、とりあえずの足が動きま

せん。しばらく放っておいてエンジンかけると、少しの間エンジンがかかります。この、しば

し放っておくとかかるエンジンって、どんな現象なんでしょう。誰か教えて！尊徳。



人間の愚かさ−美しさ

今まで、松本智津夫を否定する立場として、どうしても言えなかった言葉があったのだが、人間

とは、やはり、「愚かで愚かでしょうがない生き物」だと、やはり言葉にでてしまう。自ら、不

幸の種に、大きく水をあげて、肥料をやって、不幸の種を大きく大きく育て続けているのに気づ

きもしない。いや、気づいているのか。天道と人道と-「天道には何ひとつ変わりはないが、人道
は怠ればたちまち廃れる」こんな言葉があるが。

　愚かしくて愚かしくてしょうがない人の世であるが、「時として人間はダイヤモンドの輝き以

上の、素晴らしき奇跡の輝きを見せる時がある。」。私はその、ダイヤの輝き以上の、人間が時

として見せる、奇跡の輝きが見たくて、人間として生きている。また、見たいものである。

尊徳。



楽曲-ニュ−リ−ダ−現れる

おはようございます、小林尊徳です。ある種の呪いが、ニュ−リ−ダ−が現れるのを妨害してるの
を知って、作った歌です。

「ニュ−リ−ダ−現れる」　作詞　作曲　小林　尊徳
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
平和と愛と繁栄に導く　ニュ−リ−ダ−が現れた

私たちのもとへ　来てください　私たちのもとへ　来てください

平和と愛と繁栄に導く　ニュ−リ−ダ−ガ現れた

私たちを導いて下さい　私たちを導いて下さい

愛と勇気と希望と正義の人　ニュ−リ−ダ−が現れた

ニュ−リ−ダ−が現れない　からくりが　あなたたちを　苦しめてます

待ちなさい　ニュ−リ−ダ−を

作りなさい　ニュ−リ−ダ−が　現れるからくりを

ニュ−リ−ダ−が現れた　ニュ−リ−ダ−が現れた
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
代表的な讃美歌にも似てますね。これも、誰か素敵な歌手に歌ってもらえたらな、とか思ってま

すが。



芸能人の本名活動について−考察

おはようございます、小林尊徳です。突然ですが、芸能人の本名活動についての私見ですが、公

私の区別がつきにくくなり、自己矛盾にも耐えづらくなるので、僕は基本的には芸能人の本名活

動は、あまり当人にも社会にもよろしくないような気がします。ビッグスタ−が生まれない元な
のか、とわずかにも思います。皆さんは、どうお考えになりますか。

　（加筆）で、考えたんですが、芸能人とは、「人格が商品」でもあるような気もします。法務

省と民主党に芸能人への人権擁護をお願いしたことありましたが、「人格が商品」である以上、

自己防衛として、本名は名乗らない方が良い気がするのですが。皆さんは、どうお考えになりま

すか。

 （加筆）キャラ勝ち、という言葉を良く使う方がいたようなので、こういう表現をしてみました
。

   (加筆）一流のエンタ−ティナ−を自負するなら、是非とも市民の皆さんの勤労意欲を上げて欲
しい。

　ところで、先の大震災で、私たちのために一生懸命復興支援してくれた芸能人の方々、本当に

ありがとうございました。特に、石原軍団渡哲也さん、松坂大輔さん、ありがとうございました

。この場を借りてお礼申しあげます。尊徳。



なんか、気づいたら...

おはようございます、小林尊徳です。なんか、気づいたらノ−トンセキュリティ−の安全マ−クが付
いてませんでした。急いで安全マ−クをもらうので、早ければ2週間弱で、もらえると思います。
それでは。

  (加筆）ノ−トンと連絡取って、安全マ−ク申請中です。



特別生活保護法案について-人道に基づく困った行政訴訟に対応する

こんばんは、小林尊徳です。民主党にも陳情しておりますが、特別生活保護法案についてご説明

差し上げたいのですが。人道上の理由を基に、行政システムや法律の原則を無理やりねじまげて

、訴訟で権利をもぎとる風潮をなんとかできないのか、とおもっています。例えば、無年金者へ

の年金支給、結婚条件を満たしてない結婚など、無理やり訴訟で権利をねじまげ押し通すやりか

たは市民国民に不平等感をもたらしかつ勝ったものがち社会をもたらし、かつ、行政運営の支障

にもなると思います。この特別生活保護法案というのは、そういった人道上の見地から行政訴訟

にいたる多岐にわたる分野において、訴訟という手段を用いず、行政の現場で対応できるように

しよう、というものです。地域の民生委員、人権擁護委員、生活保護担当者と連携で、人道上の

措置に相当する額を算出し、かつまた、継続的な民生、人権、両委員による生活相談で特別生活

保護対象者をケアしようというものです。

名指しは避けたいですが、ある原則をねじまげた結婚で、私は姪っ子に6年以上苦しめられました
。皆さんはどうお考えですか。

  (加筆）姪っ子に迫られるという被害が、やはり表れます。実際、困ってるおじたちは多いと思い
ます。この特別生活保護法案で、九州のオジと姪っ子の結婚を無効にして、特別生活保護の支給

に切り替えられないものでしょうか。僕は、許されない姪っ子との結婚を法をねじ曲げてまで、

結婚を継続する必要なんてないと思いますが。皆さんは、どうお考えになりますか。



行政の継続性の重要性-朝礼暮改を戒める

おはようございます、小林尊徳です。今回は、初めてここで語る「行政の継続性の重要性-朝令暮
改を戒める」です。

　私は若い頃、行政書士の資格を取ろうとして勉強して、受験したことがありました。結果は駄

目でしたが、習ったことは、「行政の継続性の重要性」と言うことでした。行政に継続性がなく

なると、国民が右往左往してしまう、と言うことです。

　一体全体、役人、役所、諸省庁があまりにも弱くなりすぎた感があります。この、「行政の継

続性」が失われると、民主主義社会というのは、あっと言う間に「朝令暮改」を連発すること

になってしまいます。外国との外交で、役場の抵抗が、と言う事情もあるでしょうが、彼らはそ

の道のプロフェッショナルです。そんなに政治家がお役所を馬鹿にしてはいけないと思います。

　お役所でなければ出来ない仕事は一杯あります。例えば、スト−カ−法に抵抗するなら、やはり
厚生省でしょう。

　過積載に抵抗するには旧運輸省、国交省でしょう。

　財務省の力を借りれば、警察とて逆らい難いでしょう。

　各省庁には独自の役割があり、普通市民には逆らい難い警察や、司法にすらもの言える立場

です。

　民主主義先進諸国の大スランプの原因の大きな一つに、お役所が弱くなって、「朝令暮改」の

大乱発社会になってる、という現状があるのではないのでしょうか。

　このような言い方は慎むべきでしょうが、たかだか北朝鮮ごときに何年も何年も手こずるな

んて、諸省庁が弱くなりすぎて、民主主義政治がおちいりやすい弱点「朝礼暮改国家」と言う状

況になっているのではないのでしょうか。

　同時に、大学の政治過程で何を習うかまだよく分かりませんが、国の仕組みを、政治と言う

んだったら、諸省庁や、役場、行政のシステムをキッチリ学んでほしい気もします。

　「役人が言うこと聞かない」ではなく、政治家の方がキッチリ国の仕組みを学んでおくべきじ

ゃないのでしょうか。

この、民主主義国家のおちいり易い盲点、「朝令暮改」の連発を止めねば、借金財政も回復しな

いし、たかだか牛で田んぼ耕す国にすら勝てないんだと思います。「行政の継続性」、とても重

要なことだと思いますが、皆さん、どうお考えになりますか。

　（加筆）行政の継続性がもっと重視されると、国会対策の腕前が、ガンガン上がると思います

。

  　(加筆）何回も言うようですが、基本行政の継続性は、とても重要だとおもいます。この記事を
読んでくださった方がた、ありがとうございます。



経済活性化への秘策−名と実と

こんばんは、小林尊徳です。経済活性化への秘策、と言えるかどうかわかりませんが、一つのア

イデアです。

　江戸時代に「士農工商」という身分制度がありましたが、その身分制度の面白さは、なんとい

っても実際にすごく儲かるほどに、身分が低く設定されてることです。そしてなおかつ国にとっ

て死活的に重要な職業には名誉を与えていることです。

　このバランスの良さは、なんと言っても経済好調時代には、よく国に反映されてた気がします

。

　ですから、「名と実」にうまい具合にお金や名誉を振り分ければ、国民融和と経済、財政再建

がうまく機能するような気がします。世の中には色々な人がいて、大儲けをしたい人と、名誉を

欲するひと、その他色々です。お役人の方々には名誉を与えて、申し訳ないけど、給与は控え

めに、民間企業には、名誉はあまりないけど、がっぽりと給料を、と、この兼ね合いが国民融和

と経済再生をもたらすと思います。天下り官僚においては、給与におおきな制限条項を加えれば

良いのでは、と言う考え方もあると思います。天下りに関しては、稚拙な情報と考えしか私には

ないかもしれませんが、「名と実」のバランス良い振り分けが、いい結果をもたらすと思います

。皆さん、どうお考えになりますか。



広末涼子さん-小林尊徳

こんばんは、小林尊徳です。今日は、ブログです。広末さんとは、心のなかでは、もう10年以上
の長い友人です。早稲田騒動の頃から、離婚、再婚と、見守ってまいりました。

　ファンレタ−は出してはいるんですが、残念ながら返事はもらえたことはまだないです。僕の曲
を歌ってくれと、事務所に送ったこともありますが、まだ返事はきません。心のなかでは大親友

なのですが、いつか本当に連絡が取り合えたら素敵だな、とか思ってます。いつか、スカイプ

とか。まだまだマイナ-ですね、私も。ではこの続きはまたいずれ。
　（加筆）でも、広末さんて、かなりの恩知らずで、高知出身で、しかも大河ドラマで竜馬と深

い仲やってた女性です。いつもいつも細心の注意で警戒しながらおだててお付き合いってのが現

状です。いつ気づくんですかね。尊徳。



愛に自分が求めたいもの−論より証拠

こんばんは、小林尊徳です。僕が、愛で大事にしたいものは、「論より証拠」です。社会性を大

事にしたうえでの交際が望みなので、クリスマス、バレンタイン、バ−スデイ、手紙、電話、メ−
ルなど、デ−トなど、「論より証拠」の交際の方が好みです。他に、指輪とか。とにかく、「論よ
り証拠」が望みです。尊徳。

　（加筆）やっぱ、超不景気で、バカな女は嫌だし、論より証拠を望むのは、確かに渡る渡世で

本望を遂げられる腕前を見たいって、想いかな。理想論過ぎますかね。ではまたこの話の続きは

いずれ。尊徳。

　（加筆）やはり、男女同権であるのなら、社会的な力の差がある場合、力の強いほうが「論よ

り証拠」を用意すべきだとおもうのだけど。尊徳。



上を見ればきりがなく、下をみてもきりがなく-苦言

こんばんは、小林尊徳です。世知辛い世の中に、泣きの入ってる人も多いようですが、有名な言

葉に、「天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず」と言う言葉があります。そして実社

会は、人の上に人がいて、人の下にひとがいます。私は良く、「人生上を見ればきりがなく、下

をみてもきりがない」、と思います。ペ−ス配分を良く考えて、疲れをため過ぎないのが大事だと
思います。広い心をこころがければ、すこしずつ変わってくると思いますよ。

　ところで、「逆もまた真なり」という言葉がありますが、「困っている人は困らせている」「

悩んでいる人は悩ませている」こんな一面も現実あるような気もします。

　検温を徹底して、微熱がある度にキチンと風邪薬を飲んでると、大分違ってきますよ。尊徳。



楽曲を売り出そうかな、と

こんばんは、小林尊徳です。ネット配信で、楽曲を販売しようかどうか悩んでます。録音状態も

悪いし、演奏も、歌唱力も、今の状態では、最高の商品にできないんですが、それでも売り出そ

うかな-。ひどい録音状態に怒らないかな-って。でも、世の中に発表して社会に貢献するのは意味
があるとおもうんですけど、どうでしょうか。



考察-パチンコの害

こんばんは、小林尊徳です。今回は、私も苦しんだ、パチンコの害についてです。パチンコに有

効なのは、どうもお写経がかなり有効なようです。どうもお写経というのは、「頑張る力」とい

うのを、「現実を認める力」に変える力があるようで、ピンとくるあなたは、依存症でしょう

かね。

　さて、中尊寺んの和尚さんがいうには、「疲れてる時に、さらに疲れる事をする」というのが

、パチンコの性質らしく、つまり

「疲労を自覚しなくなる」という恐ろしい作用をもってます。この疲労の自覚というものが、も

のすごく大切で、キチンと疲労を自覚するだけで、対人関係、健康、金運、すべてに好影響をも

たらします。

　もう一つ、娯楽と言う名称で行われてますが、人間関係がドンドン貧しくなっていくのは、ゆ

ゆしき事態で、人間関係が貧しくなっていく娯楽は、ストレス耐性が下がり、ますます悪循環と

言えそうです。

　娯楽は本来、人間関係を豊かにして、そのひとのストレス耐性を上げます。ですから、あまり

いいことありません。

　みなさん、どうお考えになりますか。

 (加筆）風水では、お金を上手に使わないと、お金に嫌われると言います。我が国は、パチンコほ
ったらかしで、金運に見捨てられないですかね。尊徳。

 (加筆）パチンコの害の最たるものは、「厄介だけど、大切な思い」と言うものを、伝えられなく
なる点につきます。尊徳。

 (加筆）パチンコの被害は、スト−カ−法がきつくなればなるほど、深刻になってく気がします。「
厄介だけど、大切な思い」がたくさん人に、家族に、社会に、伝わって行きますように。尊徳。



開運絵画-「希望への道」

こんばんは、小林尊徳です。今回は、開運絵画の画

像です。「希望への道」というタイトルです。4〜5年前に購入したものです。写りが悪くてごめ
んなさい。家に飾る絵がなかったのと、開運絵画が欲しかったのと、両方合わせてこの絵画を購

入しました。本来は、玄関に飾るものの様です。冬場は室内です。もっと写りがいいと良いんで

すが、ほのかに希望の湧く絵画です。重宝しております。尊徳。



県議会議員になれたら

こんばんは、小林尊徳です。もし、県議会議員になれたら、基本は、民主党系議員として、中央

政界、県国会議員の橋渡しとして民情に合わせて活躍しますが、その他に、八木山動物公園にパ

ンダを招致する活動に実現に向け根気強く力を八木山動物公園を支援し、また、北海道で開発さ

れたバス電車を初めは観光目的で、楽天球場やベガルタ競技場などに走らせる活動にも、根気強

く実現させてみたいです。また、先ほどのべた地震110番速報なども、実現させてみたいですね。
ま、地震110番は、他の自治体に先んじられても構いませんが。
　それから、防衛庁に陳情し、イ−ジス護衛艦を、年に数回、立ち寄ってくれるようにお願いし、
また、アメリカの新型迎撃ミサイルサ−ドの宮城県配備も陳情し、それから、パトリオットの常駐
数の増備も陳情したいな、と思ってます。では続きはまた。

　（加筆）バス電車を走らせて見たい、と言う熱い情熱は今も変わりません。ロ−カル線や、単線
でも、入れ替え可能です。うまくいけば、世界中にバス電車が走る日が来るかもしれません。

　そうそう、もう一つ、今度こそコシヒカリに勝てる品種「蔵王の越」というブランド米を作

って、お米日本一になりたいです。

　それから、パチンコ屋に新規出店規制法と、テレビ、新聞での広告禁止法案を作りたいです。

若しくは、「パチンコ税」を作って、依存症患者の治療や、社会福祉の財源に充てたいな、と思

ってます。尊徳。



秘蔵アイデア−気象庁地震110番

こんばんは、小林尊徳です。今回も、6年越しの秘蔵アイデア-気象庁地震110番についてお話し
ます。

　このアイデアは、地震予知に用いられますが、話は東日本大震災の話になります。あの時、実

は三日前に前震がありました。それ以降強烈に巨大地震の不安に駆られ、心の相談窓口に電話し

たり、非常水用ポリタンクを買おうかと思ったり、結局、地震保険のパンフレッットを保険会社

に請求して、少しばかり気が落ち着きました。結局、大地震が起きてしまったのですが、この経

験から分かったことは、私たちは、地震の恐怖を予知予感しても、誰にも、どこにも訴えられま

せん。

　そこで、私が考えるのは、気象庁に地震相談110番を設置して、地震の恐怖を感じたら110番し
てもらい、その通報回数を、毎日気象庁で発表してもらう、と言うものです。

　昔の情報技術では普段0〜5件、日によって3000件の情報を扱い、それを即日発表などあり得ま
せんが、現代の情報通信技術なら

どうでしょう。この続きはまたいずれ。

 　（加筆）自分自身、非常に優れたアイディアと思ってますので、機会があったら、気象庁と掛
け合います。

　（加筆）県議会議員候補として、宮城県に陳情してみましょうか。再び大地震が起きる前に。



また、東矢本のスト−カ−が

こんばんは、小林尊徳です。また、病院で知り合った東矢本の女性がスト−キングしてきそうです
。勘弁してくださいよ。



日朝局長級会議に向けて-本気の核武装の構えで核放棄を迫る

こんばんは、小林尊徳です。日朝局長級会議に向けて忘れてはいけないのは、我が国が本気で核

武装を選択肢に国防を加えなければ、北朝鮮に核放棄を迫るなど、到底ありえないこととシビア

に現実を考えなければいけない。

　拉致のことばかり言ってるようだが、我が国の財政事情に、潜在的に大きく牙を剝く北の核ミ

サイルに対して、我が国も本気で核武装を考慮に入れなければならない。

　北東アジアの軍事バランスで考えるなら、潜水艦配備で、45〜60発の核ミサイル装備で間に合
うと思う。

　平和憲法、専守防衛の国是を守り、反撃専門の核ミサイルを潜水艦に配備する政策を推し進め

ながら、北に核放棄を迫るべきである。力なき正義は無力であり、本気の核武装の構えが、北と

の会談を充実したものに変えるきがする。

　皆さん、どう考えますか。

　（加筆）ところで、北朝鮮と言う国の極悪極道ぶりは、あまりにもひどすぎる。社会の良識と

少し違うが、ヘイストビ−チの人たちには、僕は好意的な目でみている。オウム嫌いの日本人をい
じめるようにする韓国の国策と、オウムマニアを操って悪さをする北朝鮮と、怒り心頭である。

正直、ヘイストビ−チは、ありがたい。



ところで、我が国は国際化が進み..

こんばんは、小林尊徳です。ところで、我が国は国際化が進む中、未だに言えてないオウム教の

トラウマがあり、早急にスパイ法の整備が必要であると前から思っていた。若しくは、オウム協

力者処罰法である。このどちらかの法制化が進めば、国はもっとほっとした国に戻る気がする。

　私は、この国から松本智津夫の教団の脅威とトラウマを取り去って、国と国民により健全な自

由を取り戻したい、取り戻せる、と信じている。皆さん、どうお考えになりますか。



お知らせ-2012開運が近々ネット配信されてます。

こんにちは、小林尊徳です。「2012開運」の歌を、近々ネットで配信することとなりました。ア
マゾンや、ｉｔｕｎｅｓが早めに

販売してくれるようです。価格は¥200です。自分で、演奏、歌唱、録音することは考えてなかっ
たので、プロの仕上がりにはかなり遠いですが、これから完成度を高めていけたらと思ってい

ます。月に一曲ペ−スで配信を増やしていけたらな、と思っています。試聴は残念ながら出来ない
ようです。

　アマゾンミュ−ジック、「2012開運」で、検索できるようです。是非、ご検索ください。



お知らせ-古い記事の加筆、アップ

こんばんは、小林尊徳です。古い記事に加筆を加えて何回もアップし直してます。是非、ご愛読

ください。



先人の知恵−恩が大事-相手にされない悩みに対して

こんにちは、小林尊徳です。今日は、先人の素晴らしい知恵−恩が大事という言葉を教えましょう
。

　他人に相手にされないと言う悩みは、恩が大事を唱え続けるだけで、あっと言う間に解消して

行きます。それはどういうことかとというと、実は相手にしないだけじゃなく、怖くて近づか

ない、というのもあるんですね。もうひとつ、誰しも与えた愛情が、無残に無視される、仇で返

されるのは嫌なものです。また、定住生活の必勝法でもあります。ちなみに、恩着せがましい人

たちというのは、どうもその人達自身が、あまり恩を大事にしてない傾向があるようです。人生

の最終目的地にたどり着きやすい言葉でもあるようです。また、すがられてすがられて困りとお

したら、恩が大事を仕込むと、最後は帰るところに帰ってってくれるので、楽な方法です。カタ

ギの必勝法のような気もします。恩が大事を覚えて、人生をエンジョイしてください。

   (加筆）相手にされない、淋しい、そういうことも、恩が大事を唱えると、結構解消されます。
皆さん、是非、恩が大事を。



考察−検温を生活に取り入れる技術

こんばんは、小林尊徳です。さて、日本では、一分体温計から、耳式の体温計まで色々でてま

すが、自己管理に最適なのは、やはりこまめな検温です。どうしても誘惑に弱い、悪癖が治ら

ない、そんな時はこまめな検温と、微熱があったら風邪薬を飲んでしっかり下げるという行為が

だんだん人生の明暗をわけてきます。慣れないうちは、非常に検温がじれったく、3分や1分を待
ちきれませんが、慣れてくると、失敗しにくい体質になってきます。お勧めです。尚、検温と

共に、「半年続く微熱は大病の予兆」という記事も載せてあるので、閲覧したい方は是非ど

うぞ。



あ-、うれしい。

おはようございます、小林尊徳です。ブログに、ノ−トンセキュリティの「安全」マ−クが付きま
した。すごい、うれしいです。

　昨夜は徹夜で、色々考えてました。暮らしに関わることですが、うまく行ったら、ご報告し

ます。楽曲は、売れてるんでしょうか、売れてないんでしょうか。まだ報告が入りません。是非

、「2012開運」で、開運して歌を広めてくれたらと、願ってますが。
広い、大きい心は、とても大事だと思います。常に、とはいいませんが、小さい器には少し、大

きい器にはたくさん入る、という例えがあります。是非、お勧めします。安価ですし。開運グッ

ズのつもりで買えば、すごい安いです。是非、是非です。それではまた。



楽曲-2012開運

こんばんは、小林尊徳です。今回は、開運の秘訣が入った。「開運2012」を発表します。
(加筆）広い心を持つと、時に、くやしさ、落ち込みが増えることが人によってありますが、それ
はそれでいいんじゃないでしょうか。大きな自分の、大きい気づきなんです。ま、程々にであれ

ばいいと思いますが。

(加筆）開運の歌を、狂信は、しないでくださいね。バランスの良い暮らしを、心がけてください
。

（加筆）近々、アマゾン、ｉｔｕｎｅｓなどで、ネット配信が決まりました。価格は¥200です。
アマゾンで、「2012開運」で検索すると、出てきます。是非、開運をあなたに。                   
  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

「2012開運」　作詞　作曲　小林　尊徳

開運！　開運！　開運！　開運！

招福！　招福！　招福！　招福！

笑う門には　福来たる　広い心に　豊かな未来

開運！　開運！　開運！　開運！

招福！　招福！　招福！　招福！

きっと貴女は　素敵な女性　笑う門には福来る

きっと貴男は　素敵な男性　広い心に豊かな未来

開運！　開運！　開運！　開運！

招福！　招福！　招福！　招福！

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
この曲も、素敵に歌ってくれる方がいたら、歌ってほしいですね。（加筆）ネット配信と言うこ

とになりましたが、大々的に歌ってくれる歌い手さんがいれば、やはりうれしいです。



財政赤字の構造の一つの分かりやすい考え方

こんにちは、小林尊徳です。財政赤字についての一つの簡単な解釈ですが、「遊び過ぎ」なん

です。単純に考えると、あまりと言えばあまりにも、「遊び過ぎ」なんです。娯楽を引き絞って

、娯楽の質の向上をしなければなりません。同時に、「単位労働あたりのストレス解消費」を下

げなければなりません。単位労働あたりのストレス解消費は、肉体的な健康状態+精神的な健康状
態で現れます。この部分を、娯楽を引き絞りながら、肉体の健康を取り戻すとともに、メンタル

ヘルス−悩みを解消してくわけです。
これを根気よく行っていけば、黒字体質に変わって行くと思います。難しいようですが、良く考

えると、一つの解釈、解決法なわけです。ではまた、この話の続きはいずれ。



将棋が、勝てません

こんばんは、小林ん尊徳です。将棋が、勝てません。将棋が勝てないように、加護亜衣が邪魔す

るんです。何とかしてください。



松本智津夫のサリン散布をこのまま許していいのか

こんばんは、小林尊徳です。松本智津夫による化学兵器「サリン」を使った、人類史上初の宗教

法人による凶悪犯罪、「サリン散布」という暴挙を、このまま許していいのでしょうか。国際刑

事法廷に突出し直して、世界のお白洲で、キッチリゲロさせるべきではないでしょうか。死刑執

行が迫るといいますが、延期になるかもしれません。国際刑事法廷に突き出すべきです。皆さ

んは、どうお考えですか。



楽曲-「2014開運」

こんばんは、小林尊徳です。「2012開運」を発売してすぐで、がっかりする方もいるでしょうが
、昨夜、「2014開運」という曲を作りました。2,3か月後くらいに発売しようかと思ってます。後
片付け、後始末は、取り掛かりの早さにつながります。是非、忘れないで欲しい単語です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−「2014開運」　作詞　作
曲　小林　尊徳

後片付け　後始末　後片付け　後始末

後片付けの良さは　取り掛かりの良さ

開運！　開運！　開運！　開運！

招福！　招福！　招福！　招福！

後片付け嫌がる人は　社長なんて　とても出来ない

開運！　開運！　開運！　開運！

招福！　招福！　招福！　招福！

後片付けをキチンとすると　とてもスッキリ気分がいい

開運！　開運！　開運！　開運！

招福！　招福！　招福！　招福！

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
大々的に歌ってくれる方がいれば歌って売って欲しいですね。尊徳。



聖なる祝詞（3）-作ってみました

こんばんは、小林尊徳です。一部にしか知られてませんが、「エタ−ナル・ヘルプマン」と言う、
また厄介な、ユダヤ神話に登場するといわれるキャラがおりまして、「エタ−ナル・ヘルプマン」
に対する祝詞です。

この祝詞も、言霊信仰に基づくものです。いきなりの、超常現象は、期待しないでください。

関係ない人は、素通りして一向にさしつかえありません。北陸地方に住んでると言われてます。

名前とは裏腹に、善悪問わず、ひたすら邪魔をするらしいです。最終的には、ひたすら悪人を打

ち倒す存在になるらしいです。

「聖なる祝詞（3）」　作　小林　尊徳

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

「エタ−ナル・ヘルプマン」の災厄から　逃れる術（すべ）を与えたまえ

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

「エタ−ナル・ヘルプマン」の災厄から　逃れる術（すべ）を与えたまえ

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

「エタ−ナル・ヘルプマン」の災厄から　逃れる術（すべ）を与えたまえ

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

宿命の子「エタ−ナル・ヘルプマン」の災厄から　逃れる術（すべ）を与えたまえ

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

 



聖なる祝詞（4）-作って見ました

こんにちは、小林尊徳です。「聖なる祝詞（4）」を作ってみました。これは殆ど、私と私の一族
が困っていることです。

言霊信仰がベ−スです。殆ど、悲痛な叫びにも似てますが、まだまだ私は大丈夫です。

「聖なる祝詞（4）　作　小林　尊徳

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

暗黒より湧き上がる　完全無欠の無精子症者が　もたらす災厄から　

なんとかわが身を　社会に　生きながらえさせたまえ

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

愛の皆無ゆえ　いくらでも　人々を騙し放題の

完全無欠の無精子症者がもたらす　災厄から

なんとか　私と　私の身内と　私の一族を守りたまえ

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

 



（空）について

こんにちは、小林尊徳です。今回は、「空」について、私が仕入れた情報を。「空」は、遠い異

国の地の神話に記述されてる存在で、この世の終わりに現れると、されております。その性質は

、男性機能も女性機能も有しておらず、この世の終わりに、勇者と激しく戦うと言われており、

「空」が勝てば、この世の終わりに近づき、勇者が勝てば、この世の終わりは遠ざかるようです

。遠い異国の地の神話だそうです。ちなみに通常、「空」の様な存在の人物は、社会的に生き延

びられないと、いわれているそうです。

思い切って、情報を出してみました。裏の取れてない情報は、なるべく出さないようにしてるん

ですが。

　（加筆）ちなみに、松本智津夫が残した機密文書には、「空」を、とても安全安心な人物、

「空」と戦う勇者を、「危険人物」と、書き残しているらしいです。裏の取れてる情報ではあり

ませんが。尊徳。



考察-シバ神の正体と、パ−ルバティ-の修行について、現代科学に基いて

こんにちは、小林尊徳です。「空」という人物は、青年期以前、まともな英雄の影響を受けるが

、青年期以降暗黒系の英雄の影響を受け続けるらしいです。

　ところで、厄介な厄介な「空」ですが、インドの神話におけるシバの伝記と、パ−ルバティの猛
修行、これはどういうことかというと、推察ながら、「完全無欠の無精子症であったシバを、社

会に害をなさない存在にするために、パ−ルバティが、完全無欠の無精子症のシバを、理解した
上で、社会に有用になるようにした。」これが、シバ神伝説の真相ではないでしょうか。

　ちなみに現在なら、精神医学や専門医がいる気がするのですが。皆さんは、どうお考えになら

れますか。



楽曲-「俵の籐太」

こんにちは、小林尊徳です。今日は、楽曲、「俵の籐太」を発表します。歴史上実在した人物で

、様々な活躍をして、「平の将門公」を倒した有名な武者です。そんな、「俵の籐太」をイメ−ジ
して、作った曲です。

「行け行け俵の籐太」　作詞　作曲　小林　尊徳

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
行け行け　飛べ飛べ　走れ走れ　俵の籐太

大ムカデだって退治した　自慢の太刀筋　稲光

行け行け　飛べ飛べ　走れ走れ　俵の籐太

倒したはずの将門公　今でも探す　俵の籐太

行け行け　飛べ飛べ　走れ走れ　俵の籐太

ひょんなことから知り合った　惚れた女が将門公の愛人

行け行け　飛べ飛べ　走れ走れ　俵の籐太

惚れぬいた女がこう言った　「将門公の弱点教えます」

倒したはずの将門公　今でも探す俵の籐太

ドラクエみたいな話だが　昔はこんな人もいた

勇者になろう　オ−！　俵の籐太だ　オ−！

行け行け　飛べ飛べ　走れ走れ　俵の籐太

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
何となく、藤原紀香さんが、俵の籐太の嫁さんに似てるイメ−ジがあるんですが....この曲、元気出
ますかね？歌ってくれる歌い手さんがいるならなって、やっぱり思います。

 



消費税増税と自民党の借金体質

こんばんは、小林尊徳です。いよいよ、消費税が増税となり、危機的だった財政事情が、ほんの

一瞬、安堵のため息をついたきがします。しかし、消費税増税を政権を引き換えに成立させた

のは、民主党野田政権のときであり、自民党はそれにただ乗りしたにすぎません。それより、長

く続く自民党の借金体質を戒めてもらえなければ、増税しても増税しても同じことです。借金体

質とは人生の壁を借金することで乗り越える癖がつくと、借金体質になります。まさに、自民

党は、借金体質のかたまりと言えるでしょう。今借金体質を改めようとしなければ、有権者は厳

しい判決をくだすことでしょう。20兆円市場と呼ばれるパチンコ業界から、「パチンコ税」とい
うものは取れないのでしょうか。安易な増税より、取るべきところから取るべきだと思うので

すが。ではまたこの辺で。



中国、韓国の戦後賠償問題について

こんにちは、小林尊徳です。中国、韓国の個別戦後賠償問題が、徐々に火を噴きだしそうな感じ

です。国民に理解を示す形を取りながら、日本への無言の外交圧力に変えようと言う目論見も見

えなくありません。戦後賠償問題は、今後も中韓に取っていくらでも使える外交カ−ドの一種とな
るでしょう。一刻も早く、国連あてに、「第二次大戦お詫び金」として、使途は「世界平和の

ため」として、国連への寄付を行うべきです。国連への寄付は、東アジア外交を進める上で大変

な円滑化をもたらすと思います。是非、一刻も早くです。長期的にみれば、支払額、損害額、共

に全然違うはずです。早い方がいいでしょう。皆さんは、どうお考えになりますか。



マ−ジャンの役-「平和（ピンフ）」に思う−考察

こんばんは、小林尊徳です。今日は、ちょっと昔の女性のことなど思い出しながら、マ−ジャン
の役-「平和（ピンフ）」に思うです。
　マージャンには、いろんな役がありますが、「平和（ピンフ）」という役は、とても作りや

すく、好きな役です。良く、「メンタンピンツモ！」「7700点！」なんて、若い頃は言ってま
したっけ。

　で、その「平和（ピンフ）」なのですが、ヤオチュ−牌、いわゆる1と9、それから字牌を切って
きます。ここで、「平和」についてず-----っと長い間ぼんやり思ってるのが、「極端と、極端を切
ってく。それが、「平和（へいわ）」」そんな考えがず------------っと長い間頭にぼんやりこびりつ
いています。

　天才の活躍はありがたいですが、すそ野のあまりのさもしさに、目もあてられない哀切を感じ

ます。一体全体、この国の自由は、もはや過酷で苛烈極まりない残酷なまでの自由に達してる

んじゃないかって。パチンコのほったらかし、出会い系のほったらかし、堕胎のほったらかし。

不道徳性表現のほったらかし。もはや、自由放任の域を出て、完全無責任政治、無責任行政とま

で言えるのじゃないかと。

　欧米社会も、同じ病にかかっている様な気もするので、今だったら賛同が得られるのではない

でしょうか。イスラム社会の戒律の厳しさと、先進諸国の過酷な自由がいい影響を与え合うと、

調和のとれた地球、社会になっていく気がします。理想論にすぎないかも知れませんが、たまに

は理想論も言ってみたいです。

　そういえば最近、理想と言う言葉すらあまり生活で耳にしてない気がします。ちょっぴり、セ

ンチな尊徳でした。頑張らねば。

皆さん、どうお考えになりますか。

　（加筆）いやしかし、バカバカしくも良く考えれば、借金財政をきつく戒めるだけでいい気が

しましたが。



うれしい、知らせです。

こんばんは、小林尊徳です。今日、パソコンを閲覧しててビックリです。なんと、版元のＴＵＮ

ＥＣＯＲＥＪＡＰＡＮさんで、私のシングルをサイトで紹介してくれていました。あまりの厚

遇に、ビックリ、感激です。関係者の皆さん、本当にありがとうございます。これからも応援お

願いします。買ってくれた方々も、本当にありがとうございます。是非、開運されることをお祈

りします。(加筆）信じられない程の不遇の連続に、ちょっとオ−バ−な喜びの反応をしてしまいま
したが、みなさん、改めてありがとうございます。尊徳。



借金財政、赤字財政の解消に頑張ってます。閲覧いただければ

こんばんは、小林尊徳です。借金財政、赤字財政の解消は、私の最大の政治課題であると考えて

おります。

　経済学部卒業ながら、経済学的な説明、アプロ−チが少ないのは恥ずかしいですが、一応大学で
は「オペレ−シション・リサ−チ（予測理論）」を卒業研究といたしました。カテゴリ-内に、色々
書いておりますので、良かったら閲覧ください。



久しぶりの静寂-安穏

おはようございます、小林尊徳です。降りしきる雨と、消費税増税と、それに伴う財政赤字の一

服感か、ちょっとした穏やかな，なごむ雰囲気の日です。暖房器具の使い過ぎ、タバコの吸いす

ぎを戒めて、ドラクエＶなんてやってたりしています。ドラクエは、順調です。あと1,2か月ほど
でクリアできそうです。クリアできたら、とてもうれしいです。ＦＦ7を、10年間以上かけてクリ
アしたのを思い出します。あの時も、感激しました。なんか、デ−タを、リセットしてしまうんで
すよね。それで10年かかりました。「2012開運」をリリ−スして、次にどの曲をリリ−スしよう
かな、なんて考えてたりしています。声優の横山智佐さんのブログにファンメ−ルなんて送ったり
してますが、そのうち返事なんて来ないかな-、なんて思ってます。それでは皆さんも、つかの間
の休息感に一服してくれたらと、思います。それでは、またいずれ。



楽曲-「喜びの歌」

こんにちは、小林尊徳です。今日は楽曲、「喜びの歌」の詩の発表です。作中、（伝わる気持ち

に祝福を）は、人としてとても素晴らしい喜びだと思ってます。人それぞれでしょうが。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「喜びの歌」　作詞　作曲　小林　尊徳

喜びにみちあふれ　希望の光が　まぶしくふりそそぎ

亡者たちが　天国へ旅立つとき

光の戦士が国にあふれかえる

喜びはすべてのものに光を　闇は月夜に抱かれて眠る

喜びの歌

ア−喜びよ　ア−喜びよ　全てのものに祝福を　輝く未来に祝福を

伝わる気持ちに　祝福を

立ち上がれ光の戦士たちよ　よみがえれ光の戦士たちよ

伝われ　喜びよ　伝われ　喜びよ　伝われ　祝福よ　伝われ　祝福よ

生れいでよ希望よ　天国へ向かえ絶望よ

私たちは生きて行く　私たちは生きて行く

愛と哀しみを乗り越えて　明日に向かって生きて行く

喜びの歌

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−この曲も、似合う歌い手
さんがいたらって、思います。



楽曲-「愛しい女よ」

こんばんは、小林尊徳です。今回は、楽曲「愛しい女（ひと）よ」です。高校で習った数学に、

極限関数ってありまして、それを歌にしてみました。皆さん、幸せになることを祈ってます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「愛しい女（ひと）よ」　　作詞　作曲　小林尊徳

愛した女たちよ　愛をくれてありがとう

愛した女たちよ　美しい思い出をありがとう

幸せに暮らしてくれ　俺も幸せに暮らす

ハデな付き合いも　地味な付き合いも

愛をくれて　ありがとう　極限関数に願いをかけて　解が皆　2であるように

恋せよ乙女　恋せよ男子　ハデなデ−トも　タフなＳＥＸも

極限関数に願いをかけて　最後が皆2であるように

愛の極限関数が　解が2になるように　limit∞→2！

女神よ！　女神よ！　limit∞→2　をください！
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
注(極限関数・・・無限に計算を続けた場合の数式の答えを求める関数）
ちょっと、風変わりな歌ですかね。



聖なる祝詞（2）を作ってみました

こんばんは、小林尊徳です。色々と悩み、苦しむ方々いらっしゃるでしょうが、私も苦しんで

ます。そんな中、「聖なる祝詞（2）」を作ってみました。
　ベースは、言霊信仰によるものなので、突然の超科学現象は、期待しないでください。

　他人にも、強制しないでくださいね。長く続ければ、効果が上がるかもしれません。報告が上

がれば、発表します。

   (加筆）善悪を、付けてみました。(加筆）元気と、活力をつけてみました。(加筆）部屋の整理整
頓には、なかなかいいようです。(加筆）どうしても今一つ元気がでないので、赤字と、黒字を、
付けて見ました

「聖なる祝詞（2）」　作　小林　尊徳　

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

整理する力を　授けたまえ

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

愛を失わず、人の道を失わず、

整理する力を、与えたまえ

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

人の業（ごう）を受け入れつつも　人というものを　信じ続けるために

善なるものと、悪なるものを、分けるために　元気と活力を失わないために

赤字と、黒字を分けるために

整理する力を　与えたまえ

求めよ聖なる力を　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ



楽曲-「病魔退散」

こんばんは、小林尊徳です。病に冒された友人を助けたい一心で作った曲です。是非いつか、お

聞かせしたいです。

「病魔退散」　作詞　作曲　小林　尊徳

聖なる力よ　聖なる光よ　聖なる力よ　聖なる光よ

病に伏した病人に　適正な医療と　十分な薬を　分けてあげられませんか

聖なる力よ　聖なる光よ　病人に薬を　けが人に治療を

聖なる力よ　聖なる光よ

助けたい患者に　命の息吹を　強く与えて　あげられませんか

聖なる力よ　聖なる光よ　聖なる力よ　聖なる光よ

病に伏した病人の心に潜む　小っちゃくなってしまった心に

大きな力が入る

広い心の癒しを　与えられませんか

聖なる力よ　聖なる光よ

病人の心に　薬の入る　隙間のある　広いこころを　持たせたまえ

聖なる力よ　聖なる光よ　聖なる力よ　聖なる光よ

助けたい患者に命の息吹を

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
こんな歌作ってますが、現実に、恵まれたいです。



 



もう、助けてくださいというしか

こんにちは、小林尊徳です。松島町の、地球一の貧乏神に取りつかれているんです。あのひと達

と関わらせないでほしい。

（加筆）広い心を持とうとすると、松島の地球一の貧乏神一族が憎いです。あの一族は、完全無

欠の無精子症の長男を利用して、器用にアコギに儲け続けてます。一体全体、非常識にもほどが

ある。



苦言

こんばんは、小林尊徳です。あなたがたは、女の子の願いなんて、誰も聞いてくれないとか言い

ますが、男性の願いをどこまで踏みにじって生きて来たか、自覚ありますか。男性の願いを、踏

みにじって踏みにじって生きて来たから、今があると、なぜきづかないんですか。大人の自覚

を持って欲しいです。



聖なる祝詞（6）-女神降誕

こんばんは、小林尊徳です。考察で述べましたが、（空）がこの世を滅ぼす存在だとするのなら

、逆説的に、「愛の女神ビ−ナス」が、世界を繁盛させられる、と思いました。そこで、「聖なる
祝詞（6）−女神降誕」を作りました。この祝詞も、少しずつ加筆訂正していくつもりです。かな
り長くて唱えづらそうです。難しい単語もあります。とりあえずです。

言霊信仰に基いてます。いきなりの超科学は期待しないでください。

聖なる祝詞（6）-「女神降誕」　作　小林尊徳

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

社会に愛と調和を復活させる　愛の女神ビ−ナスを引き寄せたまえ

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

人権やオウム問題、宗教対立に理解ある

輝ける愛の女神ビ−ナスよ、私の社会に降り立ちたまえ

求めよ聖なる力よ、求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

「空」は倒すべき存在か、助けるべき存在か

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

私と私の社会に愛と調和の恵みを授けたまえ

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

愛の女神ビ−ナスよ、調和と愛を授けたまえ

人権や宗教問題に理解のある、愛の女神ビ−ナスの恩恵をもたらしたまえ

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

オウム問題、国家間紛争、国家間競争にも理解のある



愛の女神ビ−ナスよ、今一度復活したまえ

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ　唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ



神葬祭のひどい誤り

こんばんは、小林尊徳です。実は我が家は20年ほど前に、父が上げた神葬祭の葬儀で、「小林」
と言う名字の墓の中に、すぐ隣にある、「山田」というお墓の跡を継ぐはずだった「山田」出

身の、「佐藤」姓と再婚して、旦那と生き別れた、「佐藤栄子」というおばさんのお墓を「小林

」姓の我が家に違う名字の「佐藤」さんのお墓を入れて、大不幸が始まったのでした。墓相の悪

さは真っ先に跡取りに祟ってくるらしく、この20年地獄でした。
　親切なお寺さんに相談にのってもらって、かなり楽にはなりましたが、あの宮司さんの非道な

腹黒さはヤクザ以上です。困ったもんです。



なんか、悩みが減ってく....

おはようございます、小林尊徳です。なんか、悩みが減っていきます。評判良い「整理の祝詞」

ですが、なかなかの様な気がします。ウフフ。？？？



恋愛規制法案-スト−カ−法の規制緩和

こんばんは、小林尊徳です。今日は、恋愛規制法案、スト−カ−法について、今一度お話します。
まず、日本の世界貿易に関しては、行き過ぎたスト−カ−法の国内慣習が、とことん国際市場で、”
押し負け”という状態になり、貿易で黒字を出せません。諸外国は、「売り惜しみ」などと言う噂
などもささやいているそうです。

　内需拡大から貿易振興策への転換の時期の気もします。

また、スト−カ−法は、たくさんの偽装結婚者を生み出し、偽装結婚者は、社会的弱者を次から次
へと性のいけにえにしていきます。また同時に、愛の障壁が法律の壁の方が強いと、今度は愛の

挫折が近親相姦に向かわせます。悪循環です。警察の検挙だけでは追いつけない法の不備という

ものがある気がします。また、現行のスト−カ−法は、原則同性には適用しないので、今度はホ
モカップルやレズカップルが増えます。社会に希望の増えない子供を産めないカップルが増える

のも考え物です。

　人権とは、どうあるべきでしょう。レズやホモを例外的に認めても、本人達は望んでレズやホ

モになったのでしょうか。欧米社会はあっさり人道を理由にホモやレズを認めているようですが

、ホモカップルや、レズカップルに、お互いの損害賠償請求権は認めているのでしょうか。

　また、現行のスト−カ−法では、お互いに要求しあえる部分が少なく、また主張しあえる部分も
少なく、何かあった時の、不測の事態に対処する基本能力がカップル間にあまりないような気が

します。

　それがつまり、このものすごい世知辛い世の中を後押ししてるのではないでしょうか。

　また、スト−カ−法の緩和とともに、不道徳性表現の描写も、社会でもうちょっと規制を強める
べきだと思います。性欲盛んなカップルが、キチンとした結婚をするには、あまりにも過酷な環

境と言えるでしょう。スト−カ−法の緩和は、早婚化をうながすでしょう。
　社会が健全に機能するには、たくさんの希望が必要です。たくさんの希望を生み出せる社会に

していかないと、明日へ向かう明るい社会は来ないでしょう。皆さん、どう考えますか。

　（加筆）スト−カ−法の適用件数が警視庁発表で20000件を超えたと聞きました。これはもう、社
会の現状と会わない法律、と呼べるのではないのでしょうか。尊徳。

    (加筆）お金と愛は、ものすごく密接に結び付いているようです。映画「ゴ−スト」でも、クラ
イマックスシ−ンに、コインが使われていました。スト−カ−法が進めば進むほど、ギャンブルの被
害は大きくなるようです。日本や先進国の財政事情に、スト−カ−法は、大きく悪影響を及ぼして
いると思うのですが。尊徳。

　(加筆）スト−カ−法の現状は、一部の、とても異性として素敵と思えない男女に、異常に力を
与え、社会に多大な害を与えている気がします。一刻も早く、スト−カ−法の廃案につながる規制
緩和を、お願いしたいです。尊徳。

　（加筆）どうやら、あまりにこんがらがりにこんがらがった世の中の大きな原因の一つに、ス

ト−カ−法が存在を挙げられる様です。
　（加筆）しつこいようですが、技術が進めど進めど、やたら世の中複雑になってくのは、スト−



カ−法の行き過ぎだと思うのですが。



ポケットコンピュ−タです。

中学生から高校生にかけて夢中だったポケットコンピュ−タです
。これは最後に買った機種ＳＨＡＲＰＰＣＥ-200です。4人対戦オセロゲ−ムを作って見たり、物
理で習った万有引力の法則を使って惑星の軌道計算シミュレ−タを自作したりして遊んでました。
惜しむのは、投稿雑誌に投稿してお金に変えなかったことでしょうか。一台壊れたので、最近も

う一台購入しました。コンピュ−タの論理演算の基礎を習いました。尊徳。



財政赤字問題で語られることは、生活習慣病の数値の計測とあまり変わらない

こんにちは、小林尊徳です。財政赤字、借金財政に強い意志で乗り切りたいと思ってる私にと

って、主張を耳に入れて頂けないのは、悔しいものがあります。私も経済学部出身ですが、お偉

い経済学者達はさっぱり特効薬をずっと処方してくれません。

　つまり、「経済学者が並べる数値、数式は、重度の生活習慣病患者の、数値計測でしかあり得

ない。」と、

　これが、今世界に蔓延してる財政赤字問題の現実なのです。

　財政赤字とは、「国家がり患した、生活習慣病であり、経済学者はまだ治療法を開発してい

ない。」　と、

いうのが財政赤字の現在なのです。

　国家がり患した生活習慣病に治療法が開発されてなければ、「経済学者の語る言葉は、血糖値

などを測定してるだけに過ぎない。」　と、いうことになります。

　ではどうすれば良いかと言えば、「行き過ぎたぜいたくを戒める」、「安易な借金はしない」

、「勤労感謝の日に代表されるような、労働を賛美する道徳の復活」「単純に遊び過ぎを戒め、

心身共に健康を取り戻し、労働あたりのストレス解消費を下げる。」などなど、他にもありま

すが、

　　　「経済学者が治療法を開発できないでいる国家の生活習慣病！。」それが、「借金財政、

赤字財政なのです。」

経済学者が並べ立てる数式と数値は、現在においては「単なる血糖値の測定！」でしかないの

です。

　ですから、赤字財政を立て直すには、グロ−バルに、グロ−バルに、「基本を取り戻す！」こと
から始めるべきなのです。

一生懸命「国家の基本」を取り戻しながら、「経済学者が国家生活習慣病の新治療法を開発」す

るのを待ってもいいわけです。

　政府のみならず、国民への地道な意識改革への説得、そして諸外国への粘り強い説得、そうい

ったことを地道に「根気よく」

取り組んでいけば、道筋が見えてくるでしょう。熱く語ってしまいました。皆さんは、どうお考

えになりますか。

　(加筆）国家成人病だと例えましたが、やはり政府のみならず国民意識も変えてく必要がある気
がします。つまり借金に対する認識をもっと昔のように厳しく認識を変える必要を感じます。で

なければ、「金融刑務所」です。ではまたいずれ。尊徳。



ダライ・ラマ14世さん、ありがとうございます。

こんばんは、小林尊徳です。ダライ・ラマ14世さんが、4月8日、宮城を訪れ、鎮魂慰霊祭に主賓
としてお祈りしてくれたようです。世界を飛び回る14世、お忙しいのに、ありがたい、ありが
たい、と感謝の念をブログですが、届けたいです。こう気持ちがうれしいと、内政干渉が嫌いな

私でも、少しは中国に文句言いたい気分になります。「もっとチベットと、調和のとれた現実的

な和解を！」ってとこでしょう。中国自身も、将来訪れるであろう自身の抱える矛盾と、キチッ

ト向き合ったほうが、良い未来が訪れると思います。「建設的で生産的な」政治・外交を促した

いです。ではまたいずれ。



少しの貯蓄と，少額の寄付の奨励

こんばんは、小林尊徳です。やはり、憧れるのは、貯蓄です。少額の貯蓄と、少額の善意の寄付

を心がけたいです。

（加筆）無論、借金のある方は借金返済をお勧めします。



お知らせ
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松本智津夫の、歴史上の人物の、激似者

こんにちは、小林尊徳です。松本智津夫の、歴史上の人物の激似者は、10年前から判別してまし
たが、近い人では、平の将門公でしょう。怨霊話が出てこなくなるのと、オウムの勢力拡大の時

期が一致しております。

　開運できる人には、前世のことはあまり信じませんが、開運を信じない者には、前世の影響は

でかいでしょう。松本智津夫の前世その一は、平の将門公です。ちなみに、苦手は、平の将門公

を退治した「俵の藤太」と言う武士です。

　他にも、超古代に激似の人物がいますが、その話はまたいずれ。智津夫嫌いな人は、「俵の

藤太」に拝むと、何かいいことあるかもしれません。あったら、ご報告ほしいです。ではまた。

　（加筆）松本智津夫被告は、俵の籐太殿に、かなり相性が悪いようです。俵の籐太の歌も含

めて、是非、俵の籐太を宜しくお願いします。尊徳。

　（加筆）やはり、俵の籐太殿に相性が悪いようです。ありがたい事です。俵の籐太様。

　(加筆）で、どういう訳か家康公にうとんじられてるようです。頑張れ俵の籐太。



善行のすすめ-笑えない善の効果

こんばんは、小林尊徳です。「善は行い難し、悪は行い易し」、偽善だと非難する人に会えば、

この言葉を思い出すと良いでしょう。「善行は積み重ね続けるうちに、本物になる。」この言

葉も、「善」を目指す人には励みになるでしょう。

　それにしても、本気で笑えない善行を勧める効果は、女性や男性を寝取る人がだんだん減ると

いうことに尽きるでしょう。さすがに、惚れた女を次々寝取られるくらいなら、善人になって社

会に善行を押し広める方がよっぽど良い気がしてきます。悪は割に合わないんじゃないでしょ

うか。皆さんは、どうお考えになりますか。ついでに言えば、善行を勧めるのは、何と言っても

健全財政に、景気回復にとてもいい気がしますが。皆さんは、どうお考えになりますか。



こんな事、あまり言うことじゃないですが

こんにちは、小林尊徳です。こんな事あまりいうものじゃないですが、某病院の某経理事務の女

性が、かなりタチが悪いようで、苦労してます。

　（加筆）困るんです。こういう子。素直じゃなくて、ひねくれてて、しつこくて、意気地な

しで。浅知恵で。



再び-内需拡大策から貿易振興策への転換（4）

こんにちは、小林尊徳です。今回も、内需拡大策から貿易振興策への転換についてです。

　ところで、貿易摩擦と軍事摩擦、危険性が高い割に軍事摩擦を好む傾向とはなんなのだろう

かと、考えました。すると分かったのが、貿易摩擦は仲の良い隣人と起こり、軍事摩擦は仮想敵

国ないしは敵国と起こる、という違いでした。軍事摩擦は初めから敵と認識してる場合が多く、

貿易摩擦は仲の良い隣人と起こります。これは一人の人間として社会的にダメ−ジが多いのは、仲
の良い隣人のほうがダメ−ジが大きいという驚くべき現実に気づきました。
　それで、貿易摩擦より軍事摩擦の方が危険性が高いのに、軍事摩擦を選ぶ傾向があるわけです

。

　17年前、世界中貿易摩擦が吹き荒れた時期でしたが、あれが一体なんだったのか、松本智津夫
の起こした事件とごっちゃになったままの人がまだまだたくさん多く、あの事件のトラウマを克

服しながら、もういちど世界貿易を循環させなければ、人々のエネルギ−は、戦争や無残な弾圧に
向かってしまうでしょう。隣人との関係は、修復しなければなりません。

　そして、内需拡大策から貿易振興策へ転換するわけです。

　ところで、日本の貿易赤字が気になりますが、大きな原因は行き過ぎたスト−カ−法による、国
際ビジネスの現場での押し負けだと思います。中興国からは、「売り惜しみ」などとも言われて

いるそうです。スト−カ−法のことは別の記事でも扱ってますので、興味のある方はそちらも閲覧
していただけたら、と思います。

　そして、内需拡大策から貿易振興策へ転換−貧乏から世界と日本が脱出して、赤字財政からも脱
出して、大災害などに備えるわけです。皆さん、是非貿易振興策に興味を持っていただけたら、

と思ってます。ではまたこの続きはいずれ。

　（加筆）日本の貿易赤字額が増え続けているそうです。このままでは双子の赤字に陥ります。

自民党自身借金体質で、気にせず赤字を垂れ流してるのか、とさえ言いたくなってしまいます。

ＪＥＴＲＯ（貿易振興委員会）の活躍を期待します。尊徳。

　（加筆）どうも、楽曲を販売する立場になると、内需拡大策がいいような気に一瞬なりますが

、やはり貿易振興策が基本だと思います。尊徳。

     (加筆）アフィリエイト広告を始めようとしてますが、広告依頼が多くて、企業の熱意が伝わっ
てきます。やはり早く、内需拡大策から貿易振興策への転換、そして赤字財政の解消を、願い

ます。尊徳。



ヒッグス粒子への疑問-小林尊徳

さて、今回は、ヒッグス粒子に対するいくつかの疑問点を、並べてみたいです。ひとつは、最後

の粒子と言う割には、重力子、（万有引力エネルギ−粒子）が全く無視されて、尚発見もされてな
いのに、ヒッグスが最後の発見と、舞い上がってる様子です。

　次に、エネルギ−不変の定理という科学物理の大原則が無視されていて、ヒッグス粒子を生み出
すエネルギ−量が、全く存在の大きさに比べて微量でしかありません。この生成エネルギ−の不釣
り合いを、どう説明するのでしょう。

　それから、大発見、大発明は国家及び社会に多大な利益をもたらすはずなのに、ヨ−ロッパ社会
には衰退しかもたらしていません。

　それと、昔パチスロで、レギュラ−ボ−ナスのことを「オバケ」と呼んで、ビッグボ−ナスとわ
けて、パチスロのうまい人は、「オバケ」をひいたらそこで止める、と言う話でした。私はそ

れで、偶然あり得るはずもなく現れたヒッグス粒子らしいものを、

「オバケのヒッグス粒子」、と考えます。

　ノーベル賞までもらった発見をどうするんだ、と思いますが、国内設置には、大変慎重に精査

していただきたいと思ってます。

尊徳。

 (加筆）アメリカで重力波が観測されたと言うニュ−スが入っております。先に述べた万有引力エ
ネルギ−粒子とほぼ同じ意味に近いです。ヒッグスの真偽は、どうなるでしょう。
 (加筆）それで、ある種の危惧なんですが、ゼロ粒子と言われるヒッグスは、マイナス粒子、つま
り反物質を出現と同時に生み出していないんでしょうか。尊徳。



我が家に伝わる箏です

こんばんは、小林尊徳です。我が家に伝わる箏を紹介します。

平安の頃に大陸から伝わったらしく、弦は13本です。壊れてて、古いですが、いつか修理できた
らな、とか思っています。和琴とはちょっと別種なんです。



我が家に伝わる箏です。

こんばんわ、小林尊徳です。我が家に伝わる箏です。いつか修

理できたらと思っています。和琴とはまた別なんです。



白木蓮が花を咲かせました。

おはようございます、小林尊徳です。庭の白木蓮が、今年も見

事に花を咲かせました。今年で五年目位でしょうか。新聞に載る家もあるらしいです。春です。



バイク修理が進みました

こんにちは、小林尊徳です。バイクのエンジン部が直った様です。どうやら、エアクリ−ナ−の詰
まりが原因だった様です。後は、丁寧に分解した車体を組み上げ直せばＯＫです。うまく行く

かな。



お知らせ-新サイトを起ち上げました。

　こんばんは、小林尊徳です。財政赤字改善への熱い思いから財政専門のサイトを起ち上げま

した。http://kenzen-zaisei.jugem.jp/　です。良かったらどうぞ。

http://kenzen-zaisei.jugem.jp/


アクセスが伸び続けてくれるか心配です。

こんばんは、小林尊徳です。気づいた方もいらっしゃるでしょうが、ブログにＣＭ広告を多少入

れることにしました。また、主に財政問題を中心にサイトを一つ起ち上げました。手を広げて

しまって、サイトの人気が急減したらどうしようかと、思います。バイクが無事直ったら、仕事

も探さなければいけません。ではまたいずれ。



公娼制度の必要性

　おはようございます、小林尊徳です。少し過激な事を言うようですが、特別時限立法でもいい

ので、我が国には一定期間、「公娼制度」が必要なのでは、と思うのです。破滅的な性行為に走

って行った人達が、社会、国、世界を滅べ滅べと呪いながら暮らしている気がして致し方ありま

せん。ここ15年あまりのあまりの風紀の乱れは、たくさんの社会生活の破滅者を生み出し、「公
娼制度」を設け、破滅者たちの一部を救わねばなりません。また、風俗産業が必要な人達にもよ

ろしいかと思います。皆さん、どうお考えになりますか。



楽曲-「ＶＳ悪魔」

　こんばんは、小林尊徳です。これは、6年ほど前に作った歌です。不気味な感じもするので発表
したくありませんでしたが、致しかたありません。対悪魔用の歌です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

「ＶＳ悪魔」　作詞作曲　小林尊徳

聖なる一撃よ

悪魔よ　悪魔よ　スサノオの　聖なる一撃を受けて見よ

愛を　勇気を　平和を　正義を

調和と　愛と　誠実と　努力と

風の精よ　火の精よ　水の精よ　地の精よ

悪魔よ精霊との契約ができるか

聖なる力よ　聖なる力よ　聖なる力よ

聖なる力をスサノオに注ぎたまえ

聖なる力よ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
＊精霊との契約とは、自然科学のことです。



楽曲-「ゼウスよりハ−デスへ〜イメ−ジ」

　こんばんは、小林尊徳です。この楽曲も、不気味な感じがするかな、とあまり公表したくなか

ったんですが、まあしょうがないです。歌ってくれる人なんているかな？平原綾香さん？

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−「ゼウスよりハ−デスへ
〜イメ−ジ」　作詞作曲　小林　尊徳

ハ−デスよ、最近分かったのだが、ど-も悪魔どもが、

危険な死人をよみがえらせる儀式を行ってるらしい

しかと頼むぞハ−デスよ、

ハ−デスよ、安らけく、安らけく、危険な死人を

よみがえらせない注意を向けねば、人々は苦しみ、繁栄と平和が築けぬ

しかと頼むぞ、ハ−デスよ

ゼウスよりハ−デスヘ〜イメ−ジ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
半年前に作った歌でしょうか。現在ではないです。危険な死人と言うのは、生産性と建設性の真

逆の人かと思いますが、ギリシャ神話のゼウスとハ−デスをイメ−ジしました。つまりハ−デスは、
葬儀屋さんの大総統様に当たるでしょうか。

　葬儀や仏事にお金や手間をかけない風潮が広まってるようですが、あまりいいことだと思いま

せん。現世利益という言葉が仏教にありますが、生きている私たちが生きている私たちのために

死者を弔うのです。大切な人をきちんと弔わないと、命に対してあまりに儚さを感じすぎて、生

への執着が薄くなります。ホントですよ。天国も、幽霊も信じてなくても、仏事は大事なのです

。ではまたいずれ。



男女交際の権利は人権である

こんにちは、小林尊徳です。高度情報化社会が失ってしまった、古い古い良識や美徳の一つに、

「独り身では辛かろう」という、当たり前の当たり前の美徳、良識がありました。失いつつある

良識を取り戻すには、「男女交際の権利は、人権である」と表明せねばいけない気がします。「

人として生まれた以上、どんな人でも、男女交際の権利を有する。」こう、言いたいのです。あ

からさまに公序良俗を損ねるものは別としても、男女交際は、貧富、身分にかかわらず、誰で

も持ってる基本的人権だと、言いたいのです。人として生まれて、自由恋愛は厳しくても、男女

交際の権利は絶対不可侵永遠不変の基本的人権である、と言いたいのです。釣り合った人を選ば

ねばならないといった、自由恋愛成功の掟はありますが、この権利は人から奪ってはいけないと

、わたしは思います。



お知らせ-聖なる祝詞の盗用について

こんばんは、小林尊徳です。聖なる祝詞を使用するのに許可はいりませんが、無断で作者名を変

えて使用する盗用はやめてください。また、そういうかたを見つけたら、教えてください。この

祝詞は長年の苦労から作られたものであり、また、まだ発見されてない副作用もあるかましれま

せん。使用上の注意点もあります。作者名を変更して使用する無断盗用は、絶対にやめてくだ

さい。



久々のアップの様な気もします

おはようございます、小林尊徳です。久々の、ちゃんとしたアップの様な気もします。それにし

ても、硬直した日本社会、誰もかれも損したくないご時世、それでも解決しなければならない。

そんな問題一杯あると思います。ところで、懐かしい昔の映画に厄介な問題を解決する役を、「

白羽の矢」で適任者を決めるという話がありました。そんな話があったな-と思いながら、「くじ
引きで決める」というのも、小学校の掃除当番決めなんかに、あったような気もします。いや-白
羽の矢、懐かしいような話です。ではこの話の続きはまたいずれ。



祝詞—聖戦士

こんばんは、小林尊徳です。新たな祝詞を作りました。正直、超能力？を用いた戦いで、ここま

でボロボロに負けていくなど、想いもよりませんでした。超能力なら、バビル二世がいたんで

すが...宇宙人の子孫という設定が、今どきには良くないですね。それで、聖なる祝詞です。光の戦
士とは、希望を増やす戦い方をしたがる人達、闇の戦士たちとは逆に絶望を増やすことで勝とう

とするものたちです。（加筆）発表しておりませんが、最近作った祝詞に、愛と美と調和の女神

ビ−ナスの加護を願う祝詞も作りました。

聖なる祝詞（9）聖戦士
求めよ　聖なる力よ　求めよ聖なる光よ

唱えよ　聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

戦いに必要なのは　知恵と計略

馬鹿単純な　戦い方しか知らぬ

光の戦士達に　魔王軍と戦うために

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ

唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

戦いに必要なのは知恵と計略

バカ単純な戦い方しかしらぬ光の戦士たちに

求めよ聖なる力よ求めよ聖なる光よ

唱えよ聖なる力よ唱えよ聖なる光よ

求めよ聖なる力よ求めよ聖なる光よ

唱えよ聖なる力よ唱えよ聖なる光よ

 



ブログクトゥル−との決戦

こんばんは、小林尊徳です。２日前に、世界の悪魔の最高格、クトゥル−との決戦がありました。
なんでもイスラム社会の悪い人達が長い間をかけてクトゥル−12神将の復活を試みたとか。その方
法で、ヨ−ロッパを倒すわけですね。で、クトゥル−は家康公を操ったり、たくさんの魔王を操
って、尊徳が苦労を続けるようにしむけてたらしく、これで少し楽になるかな、と。オカルトな

報告が増えて、＜オカルト＞のカテゴリ−が必要かと、考えてしまいます。
 



新たな彼女候補

こんばんは、小林尊徳です。新たな彼女候補が現れました。うまくいくでしょうか、今度は続く

でしょうか。子細はそのうちに。

 



お知らせ-聖なる祝詞について

こんばんは、小林尊徳です。聖なる祝詞の効き目は、人によって、大分個人差があるようです。

無理強いは、しないでくださいね。

 



聖なる祝詞を作ってみました

聖なる祝詞を5〜6年前につくったので、発表することにしました。
男女のトラブルに巻き込まれにくい性質があるようです。

言霊信仰がベ−スです。無茶な超科学現象は期待しないでください。
長く続けるほど効果は上がるでしょう。

他人にあまり無理強いしないでくださいね。

ところで、「天国へ向かえ絶望よ　生まれいでよ希望よ」の部分は、人によっては大変落ち込ん

だりするので、そういう人は「祝福せよ他人の結婚を　求めよ自分の愛する伴侶を　求めよ結婚

生活の幸せを」の部分を良く唱えてください。

(小さいお子様へ）模造品が出回っているという噂を聞きました。祝詞を唱えたからと言って、い
きなり強くなるわけじゃありません。また、自分が正しいと信じたからと言って、何をしてもい

いわけじゃありません。他人にしたことはいつか自分に返ってきます。くれぐれも、言動には責

任を持って良く考慮して生活しましょう。

（加筆）言葉づかいが正しくなるという効果が多少現れているようです。今後も情報が入り次第

加筆します。

（加筆）自分の愛する伴侶をの部分の「愛する」の部分を割愛しました。そもそも原文には入れ

てなかったのですが、ちょっとした事情で、一時的に入れることとしました。世の中には、望ん

でも、愛する伴侶を求めることができない立場の人もいると言うことを加味しました。様子を

みて、さらなる加筆・修正があるかもしれません。

加筆です。聖なる祝詞は尊徳と、協力者の神戸の女性でつくりました。

 (加筆）聖なる祝詞にも、限界があるときがあるようです。その時は、聖なる祝詞（2）「整理の
祝詞」を唱えると良いようです。人生、難しいですね。（加筆）一部に、成績が上がる効果が多

少現れてるようです。

（加筆）作者名を無断で変える盗用をしているかたがいるらしいです。まだ現れない副作用もあ

るかも知れませんので、そういう方をみかけたら教えてください。またそういことはしないでく

ださい。ただ、基本的に使用するのに許可はいりません。

  (加筆）聖なる祝詞の効きめには、人によって大分個人差があるようです。無理強いは、しないで
くださいね。特に、子供たち

 (加筆)祝詞の効き目が良いひとは、たまに「恩が大事」と唱えましょう。色々、助かりますよ。

　聖なる祝詞　作　小林　尊徳

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ

唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ



さまよい人とさまよえる亡者をつながらせたまえ

さまよい人に　正しい道を

さまよい人に　光の道を

求めよ聖なる力を　求めよ聖なる光を

唱えよ聖なる力を　唱えよ聖なる光を

祝福せよ他人の結婚を　求めよ自分の伴侶を

求めよ結婚生活の幸せを

天国へ向かえ絶望よ　生まれいでよ希望よ

愛と哀しみ乗り越えて　私たちは　生きていく　生きていく

求めよ聖なる力よ　求めよ聖なる光よ

唱えよ聖なる力よ　唱えよ聖なる光よ

 



イ−ジス護衛艦−プラモデル

画像です。イ−ジス護衛艦のプラモデルです。ＭＤ迎撃
の任務にあたる金剛型です。まさに、ミサイルを迎撃してくれそうです。組み立てるには、特殊

な工具を用います。尊徳。



基本的人権に男女交際の権利を

おはようございます、小林尊徳です。我が国や、世界に、これほどまでに、混沌と不道徳、無

秩序、大赤字が広まっている原因の大きな一つに社会的強者が、男女交際の全てを牛耳っている

という問題があるような気がします。基本的人権に男女交際の権利を加えれば、これほどまでの

ひどい差別感や階級闘争が和らいでく気がします。是非とも、基本的人権に、男女交際の権利を

、盛り込んでもらえるよう、民主党にお願いしたいと思っております。ではこの話の続きはまた

いずれ。(加筆）民主党には、申し入れを行いましたが、同性愛をにいたく胸をいためてる人にと
っては、朗報かもしれません。是非,薦めていきたい権利です。

 



バレンタインデ-にちなんで-楽曲-真実の愛について-1考察

さて、おはようございます、小林尊徳です。今日はバレン・タイン・デ-ということで、楽曲「真
実の愛について-1考察」を発表します。作詞作曲に協力してくれた方、サンクス！(加筆）4番の歌
詞を入れ忘れてました。がっくりするかも知れないけど。

「真実の愛について-1考察」　　作詞　作曲　小林　尊徳

真実の愛を　チルチルミチルのごとく　幻想する女性が増えてるようだけど

世界は　文明は　国は　社会は　会社は　家族は　あなたは

誰も保証してくれない明日のために　生きて行かねばならない存在であって

だから

明日を　未来を　作れない愛というのは　きっと　真実の愛じゃないんじゃないかな

愛の行方は　誰にも保証できなくて

私たちの未来も　誰も保証してくれなくて」

誰も保証してくれない　明日や　未来を　築きあげられる愛こそが　真実の愛だと　思うんだけ

ど

だから、そう、明日を作れる愛こそが　たぶん真実の愛　たぶんね

だから

結ばれてなくても　片思いでも　死んだ人であっても　明日を作れる愛ならば　それが真実の愛

たぶんね

だけど　結ばれる宿命のひとなら　尚のこと　ハッピ−ね　たぶんね

だけど　ご用心　真実の愛は油断をしてると

新しい真実の愛にとって変わられる　時がある



真実の愛

---------------------------------------------------------------------------------------------
ところで、バレンタインデ-、2日前、郵便受けに差出人不明のチョコが入ってました。父のかな-
僕のかな-などと思いながら、ありがたく頂戴しました。ありがとうございました。



庭に咲いた桃の木です

こんにちは、小林尊徳です。庭に咲いた、桃の木の花です。

もう、4年目でしょうか、1年目に、立派な実がなったんですが、それいこう、立派な実はなりま
せん。今年はどうでしょうか。気長に待ちましょう。

 



2012開運

2012開運試聴版です



お知らせ

こんにちは、小林尊徳です。先日、パソコンにコ−ヒ−をこぼしてしまい、パソコンが大故障して
しまいました。アップもほとんどできず、皆様にはご迷惑をおかけしております。今後。サイト

をどうするかは、検討中ですが、とりあえずご報告しておくます。個人的にいいことと言えば、

バイク故障の修理がうまくいったことですが、とにかく皆様のご多幸御健勝をお祈りしています

。次のアップは、２週間後くらいでしょうか。



お知らせとブログ

こんにちは、小林尊徳です。パソコンは大故障のままですが、ネットカフェから記事を新たに書

いてます。アクセス数が減ってるようですが、どうもこのお店のパソコンからは尊徳のサイトに

アクセスできませんでした。アクセスがしにくければ、当然アクセス数が減りますが、そういう

現象ってあるのでしょうか。パソコン故障で、新しい彼女と連絡とろうと、スカイプの起動は確

保しましたが、それいじょうの連絡は取れませんでした。GWが明けたら急いで仕事を探さなけれ
ばいけません。皆様のご多幸をお祈りします。



お知らせとブログ

 こんばんは、小林尊徳です。ブログも兼ね、お知らせです。消費税の増税で、財政赤字問題はと
りあえず小康状態にはいったようです。日中韓は、和解を模索し始めたようです。財政赤字問題

は小康状態ですが、永遠に増税をし続けるわけにはいかないので、

キチンと、国や民主党に引き続き財政健全化を訴え続けるつもりです。理想を言えば、消費税を

減税できるくらいにまで、財政健全化に挑戦してみたい気持ちです。

　ダ−スベイダ-は、その索敵能力がオ−バ−フロ−して、だんだんと力をなくしていくらしいです。
　私はと言えば、大急ぎで仕事を探しております。バイクの修理は、うまくいきました。

　聖なる祝詞を唱えてる人たちに男女交際の現場でお勧めしたいのは、「誠意ある、節度ある男

女交際」それを、おすすめしたいです。誠意ある交際は、いろいろなアクシデントに対応しやす

いので、是非お勧めしたいです。では、またいずれ。



近況報告

こんにちは、小林尊徳です。やはり、パソコン故障でコマメなアップができず,アクセス数は下が
っていってます。新しい彼女さんからメ−ル連絡は待ってますが、新しい彼女さんの浮気がたたっ
たのか、スカイプアクセスには失敗しました。ところで、DV法では、浮気の原因を相手にするの
はDV法違反らしいです。便利な法律がありますね。これでひどい女性から、今後逃れることがで
きます。小林尊徳家の病の大原因と思われる部位の修復に成功しました。表向きの不幸は続いて

ますが、小林尊徳家の修復は目に見えない部分でこれから着実に進んでいきます。ご安心を。エ

タ−ナル・ヘルプマンの被害から抜け出し始め、持病の症状が軽くなりました。で、うっかりして
たんですが、その分社会から、ワンテンポのスピ−ドアップを要求されてます。要するに、精一杯
頑張ればいいという原理なんですが、皆さんご理解お願いします。2014/5/23



お知らせ

近況です。仕事はなかなか見つからず、政治主張が激しすぎるのか、我が家は散々です。常に、

相手の後手後手に回っているようです。状況は厳しいです。もうちょっと、自分個人の幸せを追

求したいです。ちょっと弱気ですが、こんな時もあります。尊徳。



パソコン復帰です！

こんばんは、小林尊徳です。パソコンをもう一台用意（購入？）して、いよいよブログ復帰です

！世の中色々とあり、僕も散々でした。でも、きっと、大丈夫な気がします。みなさん、がんば

りましょう。ところで。タッチパネル式の、Windows8.1になりました。ではまた。
 



人権の新説−小林尊徳

こんばんは、小林尊徳です。先日、民主党に、「人権にも限界がある」と言った主張をしました

。すなわち、「いかな人権とて、完全に人間であることを否定されてしまっては、さすがに人権

の擁護をしきれない」ということです。そして、「このような主張をすることは、逆説的に社会

により人間性を回復させるのではないか。」といった主張をしました。人権の新説です。びっく

りしましたか？ではまたいずれ。



（空）との戦い−その後

こんばんは、小林尊徳です。（空）との戦いですが、パソコンが壊れた以降も、さらに凄まじい

戦いが続きました。（空）との戦いには自民対民主の構造も加わって、まさに凄まじい話になり

ました。（空）の存在をひたかくしにして、麻原問題を避けて通りたい自民党と、民主の切り札

として、この尊徳にかける民主党と、凄まじい凄まじいサイコ・バトルが展開しました。母に続

いて父もいひととき身を隠す状態になりました。しかしやはり決め手となったのは、松本智津夫

勢力に対する決定打が産み出され、オウムの力が弱くなりました。ある芸能人からの２方面から

の攻撃を受けてましたが、親玉の智津夫をやっつけて、かなり楽になりました。そして、最後の

仕上げに、（空）の一族に「完全無欠の無精子症」の治療を勧める書簡を送りました。600年、だ
れも封じることも出来なかった「空」の一族の超能力を、ついに文明とこの尊徳が封じ切れるか

もしれません。心の世界では、尊徳は別名「大菩薩」とも言われています。人の世にいる間は人

ですが。書簡の内容を教えるのはフェアじゃないかも知れませんが、被害の大きさを考えると、

そういうわけにも行きません。ではまた。



赤い目の神父に悩まされてます。

おはようございます、小林尊徳です。実は、１８年ほど前に大学で知り合った別名「赤い目の

神父」に悩まされてます。現在知り合いの本物の神父さんとは別人ですので悪しからず。この「

赤い目の神父」魔族の間では高級悪魔と言われていて悪魔の総帥に近づこうとする悪魔をやっつ

ける役割をしてるとか。で、神族側にとっては、勇敢な戦士を刈り取るのが得意中の得意という

恐ろしいやつで、僕もまるっきり彼には歯が立ちません。何とかならないですかね。



今日も、書簡を送りました。

こんにちは、小林尊徳です。今日も、悪魔の（空）の一族に、完全無欠の無精子症の治療を促す

書簡を送りました。100％の真実なのでしょうか。それとも、真相は闇に葬られるのでしょうか。
不安げなままに、新しい日々が過ぎていきます。ではまた。



胃下垂から始まる胃痙攣、キツイ下痢

こんばんは、小林尊徳です。健康のお話なんですが、胃下垂から始まる胃痙攣、キツイ下痢症に

長いこと悩まされて来ましたが、この際治療しようかと、薬を飲み始めました。でも結構キツイ

ので、挫けてしまいそうです。



宇宙人がもし日本にやってきたら

おはようございます、小林尊徳です。実はこの小林尊徳、10年間にわたって、サイコ宇宙人と戦
ってまいりました。で、渡辺の綱の故事にならって、みごと平成の鬼、サイコ宇宙人を撃退した

訳ですが、その経験を生かして、先日民主党に「宇宙人などいないというスタンスですが、万が

一宇宙人がやってきたら、日本が国際的に不利にならないように、文明が不利にならないように

、宇宙人との交渉役、僕が引き受ける」といった声明を表明しました。

　異文明との交渉役は、ヤリツソザイが有名です。宇宙人なんていませんが、万が一の時は、こ

の尊徳にお任せください。ではまたいずれ。



サイコ宇宙人との格闘

おはようございます、小林尊徳です。サイコ宇宙人との格闘の中身ですが、基本的には、「宇宙

人を信じて悲惨な死を遂げた人の無縁仏」というスタンスで戦ってまいりました。いろいろあり

ました。「畑の土を食べて大地讃頌の歌を歌って脅迫に抵抗」とか、「英霊、覇王信長公の完璧

な助太刀」、情報の裏を取ることができませんが、「ロズウェル君は、私生児の奇形児」、謎の

怪光現象は、「雷雲のプラズマ現象」などなど、サイコ世界で色々活躍しました。現実でも、恵

まれたいものです。宇宙人がやってきたものを、物理的に証明する証拠など存在しない、と付け

加えます。同時に、一万人以上が同時に体験する集団幻覚は、過去に記録があるとも、付け加え

ます。ではまたいずれ。



家庭裁判所-家族間調停

　こんにちは、小林尊徳です。家出してた父が帰ってきました。（空）の一族との戦いに身を隠

した、と書きましたが、世間一般には、家出にも近いです。というか、僕の立場では。で、家庭

裁判所に入ってもらって、家族間調停をしてもらい、キチンと話し合いでお互いの立場をすり合

わせたいと思ってます。ご声援を。



それで、何故こんなに親子間が厄介なのか

　こんにちは、小林尊徳です。それで、何故こんなに尊徳の親子間が厄介なのかと言えば、祖父

母の建てた家と、父母の建てた家が、同じ敷地に二間あって、とても相性の悪い状態で建てられ

てます。その二軒の家の相性の悪さをすり合わせたくない父母と、すり合わせたい僕と、相性を

よくさせたくない世間の陰謀や意地悪が加わって、こんな状況になっています。請うご理解。



ついでに...親子間

ついでにですが、私の家の親子間について、尊徳ですが、「転勤と関係ない引っ越し」を繰り

返し、肥大化してった父と母は、「後始末の仕方と後始末の意味」をいまだに理解せず、不振の

原因を全部息子に押し付け、「定住生活のコツ」を学ぼうとしません。意見の相違ですね。



ところで-松本智津夫打倒の有利なポイント

さて、小林尊徳です。民主主義社会では、道徳だけでなく、利点も述べねば人々はついて来ま

せん。松本智津夫打倒の最大の利点は、最初から最後まで「地球の平和を愛する地球軍」という

スタンスをずっと維持できるという点が一番です。紆余曲折、困難もつきまといますが、難しい

こと考えずに、その過程で、すべての問題に遭遇します。問題に遭遇したら、解決します。この

繰り返しで、（日本の威勢が国際的に偉いままの場合）、最後に智津夫打倒を果たしたとき、ほ

とんどの地球の覇権を、手に入れることができる、という計算です。ま、そううまくいくかどう

かは分かりませんが、ハルマゲドンの阻止は、良いことです。皆さん、どうお考えになりま

すか。



微熱を甘く見ないで

こんばんは、小林尊徳です。２０年前、大病を患う前、半年にわたる微熱がありました。「半年

続く微熱は大病の予兆」以前はこう言われていましたが、最近の医者はあまり言いません。何故

でしょう。それは、この不道徳社会において、取り返しの付かない不道徳行為に走ることで、半

年続く微熱は病気としての発現はしないというメカニズムになっています。

　現代社会の技術レベルは、MDイ−ジスで、核ミサイルの迎撃というすごい技術で、国は運営さ
れてます。微熱管理も、7C〜7ｃ4分のあたりでも、キチンと風邪薬を飲んで微熱を下げるべき
です。違いますよ。



4/21のブログで話した新しい彼女

　みこさん、パソコン手に入りました。連絡取れます。連絡待ってます。ブログファンの皆さん

、みこさんはちょっとやそっとじゃ決まった相手に恵まれなさそうな人です。そこが安心できそ

うでいいです。ご理解お願いします。尊徳。



ネット将棋で勝てません

こんにちは、小林尊徳です。どうしても、ネット将棋で伸び悩んでます。今一つ、スコアが伸び

ません。どうしたらいいでしょうか。教えてください。



パチンコの害について

　こんにちは、小林尊徳です。今日は、パチンコの害についてお話します。

　パチンコは、疲れてる時に、さらに疲れることをする、という習性があります。ですから、パ

チンコをよくする人たちは、「疲労を自覚しなくなる」という性質になります。また、興奮体質

にもなります。疲労の無自覚は、対人関係や、万が一の事故や、健康運や、金銭運など、あらゆ

る面で悪い影響が出てきます。気を付けたいものです。

　また、娯楽は一般に人間関係を豊かにし、社会活動におけるストレス耐性を上げる力があり

ます。ところがパチンコは、娯楽といっても、だんだん人間関係が貧しいものに変わって行き、

社会活動におけるストレス耐性が下がっていきます。気を付けたいものです。

　またついでに、パチンコ依存症者の殆どが、かなりの悩みを抱えております。私は、パチンコ

をやる人たちが抱えてる悩みを、「厄介だけど大切な想い」と呼んでいます。この、「厄介だけ

ど大切な想い」が、日本中からかき消されて、非常に矛盾の多い社会となり、今のピンチを作り

出してると思ってます。皆さん、どうお考えになりますか。



ブログの記事が、もう200件です。電子書籍にしようかと、迷ってます。

こんにちは、小林尊徳です。ブログの記事が、もう200件になりました。ブログの内容が、かさば
って、かさばって、ブログファンの方には大変読みづらいのではないのかと、前々から思ってま

した。Jugem（ブログサイト）では、たまったブログ記事を、電子書籍にするサ−ビスがあるので
、（無論、作るのも購入するのも有料ですが）電子書籍を出版しようかな-なんて、思ってます。
購入したい人なんて、いるのでしょうか。



国防を本気で考えるなら

こんにちは、小林尊徳です。国防を本気で考えるなら、内閣調査室に暗殺権限を、CIAに暗殺権限
を持たせるべきだと考えてます。過激な主張なので、あまり公言したくはないのですがね。なぜ

かというと、国家の安全や危険を脅かす悪人たちや世界平和を脅かす悪人たちに対するブラフ効

果が高いからです。殆ど、行使されることのない権限だとしても、国際社会に責任ある国家とし

ては、持っていたい権限です。皆さん、どうお考えになりますか。



完全無欠の無精子症なんて、人間じゃない、どうやって和解できるんだ？

こんにちは、小林尊徳です。（空）が、結婚しても、何一つ変わることなく、自分に執着をみ

せて、愕然としたものでしたが、（空）の完全無欠の無精子症に気づいて、すべての謎が解けて

いきました。まず、（空）が持つ、人間としての不思議な魅力、あれは「種切れになったおじ

いちゃん」の持つ魅力だと、気づきました。一般に、女性と情をかわすたびに、男性にも女性に

も罪悪感やら良心が芽生えるらしいですが、（空）には良心の芽生えは皆無です。中国がル−ツの
術らしく、宦官の伝統の頃に現れたとか。中国では結局「完全無欠の無精子症」は、国家にとっ

て一切利益なし、との結論で全面禁止になった技術らしいです。この話の続きはまたいずれ。



それで、（空）というのは、怨念を自在に操り、勃起や生理も操るらしい

　それで、（空）の一族は、はじめ九州熊本に刑務所を闇で統括する一族として、クマソ対策と

しての一面もありつつ、設置されたらしい。その術の発案者は、怨念が勃起や女性の発情を促す

ところに着目し、射精を一切しない人間だったら、怨念を自在に溜め込み、放出し、自在に勃起

や女性の発情を操り、いつかこの国をメチャメチャにしてくれるだろうとの期待も込めて、中国

ル−ツのこの秘術を、日本に持ち込んだらしい。
　足利尊氏公の頃に、九州でこの一族を中心にした大騒ぎが発生して、尊氏公が「二度とこんな

騒ぎが起きないように」と、熊本に置かれた闇の刑務所の統括者は廃止された。

　ところが、幕府の部下は尊氏公に内密に、今度はエミシ対策も兼ねて、東北は松島に、朝廷の

役人とともに、松島にまた闇の刑務所の統括者を設置したらしい。

　600年の間に（空）の一族の狩りにあった東北諸侯はおよそ12名。尊徳の先祖もその一人。
ところが（空）は最後の最後に、麻原騒ぎに目をつけ、超能力で世界を支配しようとした。（空

）の一族は、もうちょっとで、その最期を迎えるだろう。小林尊徳。



魔王の最期

こんにちは、小林尊徳です。魔王の最期についてですが、男女の勃起と発情を操れる魔王は、逆

に男女の愛を断ち切る力も持ってます。故に、魔王の前に出れば、どんな勇者でも、「愛と勇気

」のシステムを破壊され、パンチ一つ繰り出せません。まさに、オカルト漫画のごとく、魔王の

前では、すべての「愛と勇気のシステム」が破壊され、なすすべもありません。

　魔王と戦うなら、「俺に負けたら完全無欠の無精子症を治療しろ。」と、言えば、勝機が生ま

れるでしょう。皆さん、参考に、なりました？

 



補足−サイコ空間を渡りきるには

　こんにちは、小林尊徳です。補足ですが、この信じ難いサイコ空間を渡り切るには、「まる

でMDイ−ジスの実戦運用の様だ。」と、再三サイコ世界で口にしてましたが、専門家のアドバイ
スなしにして、サイコ空間を渡りきるのは、結構危険ですよ。



対北朝鮮政策に関して

　こんにちは、小林尊徳です。核ミサイルで武装した北朝鮮と、キッチリ向かい合って、核放棄

を迫れないなら、我が国への悪影響を考えれば、いっそ平和条約でも結ぶべきではないのでしょ

うか。事なかれ主義者に、そういいたい。みなさんは、どうお考えになりますか。



2013年度決算で、剰余金１兆６千億円

　小林尊徳です。今日の新聞で読みましたが、我が国の２０１３年度決算で、１兆６千億円の剰

余金が発生したそうです。黒字化への兆しでしょうか。未来に楽しみが増えそうです。
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