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●元総理の葬儀は国葬ではなく従来型で
●旧統一教会と政治の関係を断ち切る！
●カジノはいらない！
ギャンブル依存症から国民を守る！
●新型コロナ感染症の第７波をくい止める！
桜井 周（さくらい しゅう）
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2022年
YouTube

facebook

Twitter

Instagram

アメブロ

［家族］妻、長女、次女、犬（トイプードル）
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安倍元総理大臣が参院選の最中に凶弾に斃れ



元総理の葬儀は国葬ではなく従来型で
ました。心よりお悔やみ申し上げます。ただし、
弔意と国葬問題は別と考えます。戦後の総理
経験者の葬儀は内閣･政党合同葬であったのに
なぜ安倍元総理だけが国葬で特別扱いなのか？
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

安倍元総理と旧統一教会との関係はどうだった
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

のか？国会での 100 回以上の虚偽答弁の責任は
〰〰〰〰〰〰〰〰

どうなったのか？弔問外交は従来型で十分に可
能なのになぜあえて国葬なのか？国葬の法的根
拠について内閣府設置法は事務の担当を定めた
にすぎず実施の根拠にはなりえないのではない
か？費用は 2 億 5 千万円というが警備費や外国
要人の接遇費などを含めると 100 億円以上では
〰〰〰〰〰〰〰

ないか？これら数々の疑問があるのに国会審議

ナシで閣議決定したのはなぜか？
桜井シュウは、自民党と岸田内閣のための国

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

葬には反対です。賛否両論ある中では、慣例に

〰〰〰〰〰〰

従って従来型の合同葬が落としどころではない
かと考えます。
安倍元総理の棺を載せた霊柩車が国会議事堂前を通過

月号

［資格］弁理士、国会議員政策担当秘書試験合格

旧 統一教会と政治の関係を断ち切る！

旧統一教会（現：家庭連合）は、日本におい
て信者に巨額の寄付をさせ、霊感商法で日本人
の財産を収奪してきました。このようにして
日本で集めた資金が韓国の教団本部に送金さ
れてきました。つまり、旧統一教会は反社会的

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

で反日的な団体といわざるをえません。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰

選挙支援、イベントでの講演、献金などで旧

統一教会と関係を持つことはお墨付きを与え
ることになり、旧統一教会の勢力拡大と被害拡
大に繋がります。表では「愛国」を主張しなが
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

ら裏では「売国」に加担する、日本国民に対す

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

る重大な裏切りです。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰

桜井シュウは旧統一教会とは一切の関係が

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



トピック

ありません。今後も一切の関係を持ちません。

〰〰〰〰〰〰〰

桜井シュウは、日本人の暮らしと財産を守るた
めに、旧統一教会などカルトに厳しく対峙して
いきます。

行政が歪められたか？
旧統一教会は家庭連合への名称変更を
1997 年に文部省（文化庁宗務課）に相談した
ものの、文部省は「認証できない」と判断。と
ころが、2015 年 8 月になって旧統一教会は名
称変更申請を行い、文部科学省事務方 No. ２

一刻も早く被害者を救済する！
旧統一教会に関連して被害を受けた方々の
救済を進めねばなりません。霊感商法で法外
な値段で購入してしまった方、信者で巨額の献
金をしてしまった方、信者の子で人生での自由
を失ってしまった方（宗教２世）など様々な被
害があります。収奪された資産の返還、元信者
が旧統一教会から離れるための支援（精神的支
え、法的支援、生活支援など）などを行うべく
取組みを進めます。

カルトを取り締まる！
宗教弾圧になってはならない、との意見があ
ります。信教の自由（憲法 20 条）は守るべき
です。しかし、日本において信者が破産するぐ
らいの巨額の献金を強要してきた旧統一教会

〰〰〰〰〰〰

のケースは、宗教ではなく収奪です。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

フランスでは統一教会問題などを踏まえて

カルトを取り締まる反セクト法が制定されま
した。反セクト（secte＝カルト）法とは、マ
インドコントロールで法外な金銭を要求する、
家族から意図的に引き離すなど人権侵害を繰
り返す団体の活動を制限するものです。信仰

の前川喜平 文部科学審議官（後に事務次官）

とは関係ありませんので、信教の自由を侵す

が反対したものの、認証されました。前川審

ものではありません。立憲民主党は、秋の臨

〰〰〰〰

議官の判断を覆せるのは下村博文 文部科学大

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

臣（当時）だけです。

〰〰〰〰〰〰〰〰

「統一教会」の名は 1990 年代に霊感商法や

合同結婚式で広く知られました。名称変更に
よってそれと気づかず、新たな被害の発生が続
いたとすれば、統一教会の名称変更を認証した
下村大臣（当時）の責任は免れません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

時国会に向けて日本版反セクト法案を作成中

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

です。

旧統一教会問題の本質は、政治家が自分の利

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

益（選挙･利権など）のためには、外国勢力に国

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

民を売り飛ばすということです。これでは「国民
〰〰〰〰〰〰〰〰



カジノはいらない！ ギャンブル依存症から国民を守る！

のために働く」どころか、国民にとって害悪です。
カジノ問題にも旧統一教会問題と同じよう
な構図があります。大阪のカジノ客の８割以
上は日本人です。つまり、日本人が外資系カジ
ノ大手のカモにされるのです。すなわち、政治
〰〰〰

家はカジノ利権のために日本人の資産を外資

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

に差し出そうとしているのです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

日本人を喰い物にしようするこのような動

きに対して、桜井シュウは日本人の暮らしと財

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

産を守りぬきます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

ギャンブル依存症対策に取り組む！

ギャンブル依存症とは、ギャンブル（賭け事）
にのめりこむことにより仕事や家庭生活に支障
が生じている状態のことです。日本では、パチン
コや公営ギャンブル、インターネット･カジノな
どでギャンブル依存症の可能性がある人が500
万人以上いると厚生労働省は推計しています。
ギャンブル依存症は、当人とその家族が不幸
になるだけでなく、多重債務問題や離職など社
会全体としても様々な支障が生じます。桜井

シュウは、ギャンブル依存症問題対策議員連盟
の事務局長として、ギャンブル依存症の治療･
解消に取り組むとともに、ギャンブル依存症に
陥る人をなくす体制づくりに取り組みます。

カジノで成長は幻想！
大阪府と長崎県はカジノ開設を含む統合型
リゾート（IR）の区域整備計画を国に提出しま
した（2022 年 4 月）
。世界中にカジノはたくさ
んあり、過当競争で儲からなくなっています。
中国はギャンブル目的の海外旅行を禁止しまし
たので、中国人富裕層がカジノで気前よくお金
を落とすことはありません。カジノは既に時代

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

遅れのビジネス･モデルです。そもそもカジノ
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

の客の８割以上は日本人との想定です。した
がって、日本人のお金が外資に吸い上げられる

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

だけで、日本経済全体でみれば損になります。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

カジノはマネー･ロンダリング（資金洗浄）
、

ギャンブル依存症など社会的弊害は大きいで
す。桜井シュウは立憲民主党カジノ問題対策
ワーキングチームの座長として、カジノから国
民を守るために力を尽くします。観光振興は、
ギャンブルに頼るのではなく、歴史･文化や自
然など日本の良さを売りにすべきです。

【出張報告】アメリカ･ワシントンでの国際会議に出席
9月12日〜14日にアメリカ･ワシントンD.C.で開催される国際議員連盟の
IPAC（Inter-Parliamentary Alliance on China）総会に桜井シュウは参加
します。戦後の世界秩序は基本的人権、民主主義、法の支配、市場経済などの
人類の普遍的価値に基づいて形成されてきましたが、昨今は中国が専制主義
と国家資本主義で世界を席捲しようとしています。桜井シュウは、各国の国
会議員と連携して、人権と民主主義等の普遍的価値を守り広める活動を展開
しています。それにより、世界の市民の幸せな暮らしを追求していきます。

アメリカ連邦議会、
2019 年 9 月の訪米時に撮影

新型コロナ感染症の第７波は、過去６回の波
以上に医療逼迫や介護･保育従事者不足が起き
ています。第６波では死者数が最も多くなって
しまいましたが、第７波で同じ失敗を繰り返し
てはなりません。
国民の命と暮らしを守るために、
①医療･介護



新型コロナ感染症の第７波をくい止める！
従事者を対象に４回目接種を進めていますが保
育士も対象に含めること、②新型コロナ感染症
発症届を簡素化すること、③陰性証明書がなく
ても諸手続きが行えるようにすること、④医療
逼迫の指標に救急搬送の困難事案件数を含める
ことなどを提案しています。

【案内】青空対話集会毎月第４日曜日に開催！
政治家の演説は一方通行で市民が意見を言う機会がない、
「聞く力がある」と政治家が言っても、
結局のところボス議員や利権の声しか聞かず、市民の声が届かない。そんな市民の政治への失望
を希望に変えたい。桜井シュウは、毎月第４日曜日に青空の下で市民と対話する集会を開催します。
是非、ご意見をお寄せ下さい。

開催概要

毎月第４日曜日に宝塚・川西・伊丹で開催

9 月25 日、10 月23 日、11 月25 日を予定しています。

11:00 〜 12:00

宝塚駅前ゆめ広場

14:00 〜 15:00

川西能勢口駅アステ川西北側陸橋

16:00 〜 17:00

阪急伊丹駅前北側ロータリー前

三ツ星議員★★★とは
それぞれの国会議員の働きぶりを国民のみなさ
まに知っていただくために、政策評価 NPO が
国会議員の働きぶりを議員立法の提案、本会
議･委員会での質問、質問主意書などについて
客観的に評価しています。桜井シュウは、三ツ
星国会議員として、３年連続表彰されています。
発行者

立憲民主党兵庫県第６区総支部長･衆議院議員

桜井 シュウ

〒664-0858 伊丹市西台 5-1-11
TEL▶072-768-9260
FAX▶072-768-9261
e-mail▶sakuraishu.oﬃce@gmail.com
URL▶https://www.sakuraishu.net
号外

〒102-0093
東京都千代田区
平河町 2-12-4
ふじビル３Ｆ
TEL 03-6811-2301
FAX 03-6811-2302

兵庫県第６区版

桜井シュウの政治活動へのご協力のお願い
●ポスティング
伊丹市・宝塚市・川西市の各ご家庭に配布しております。
ご近所周辺など可能な範囲・枚数だけで結構ですので、ご協
力をお願い致します。

●ポスター掲示
ご自宅の塀・外壁、駐車場のフェンスなどに桜井シュウのポ
スターを貼って下さい。またご近所に人通りが多く、ポスターを
掲示していただけそうな場所がありましたらご紹介下さい。

●カンパ
一人でも多くの方に国政報告をお届けするために、カンパを
お願い致します。お振込みいただく場合は、恐れ入りますが
手数料のご負担をお願い致します。
（※個人献金ができるのは日本国籍を持つ方に限られます。）

■お振込先：

三井住友銀行 伊丹支店 普通4719556「櫻井周後援会」
ゆうちょ銀 行 00970-8-332979「周山会」

ご意見・ご相談、お気軽にご連絡下さい！ ※直接書き込んでファックスでお送りください。
お名前▶

立憲民主党
立憲民主編集部

引っ越し
しました！

感染症流行状況により
中止となる場合があり
ま す。ま た、屋 外 で の
集 会 で す の で、雨 天 の
場合には中止しますの
で、予めご了承下さい

ご意見▶

お電話番号▶

