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ＪＯＭＯＮあかでみぃ校長
こ の文 章 は 次 の ４つ を 止 揚し ます 。
「店 頭 」画 面内 〈
05

開 〈
たむろ〉 (年２月公開 〈
) jomaca
) 健康平和研究 〉画面内〈ただ現実 認識の健康
平和研究共同へ 〉 (年８月公開 〈
) 宣言 ヤマト平民 党〉 (年３月更新 )

創造

12

現実 認識の 立場に おいて です。 最近、 資本制 人間社 会につ いての根源暴露も出

印・広 告・運 動の統 一〉を 展開し てまゐ ります 。ただ しあくまで 、健康平和な

わ た くしど も も、情 報 戦 を展 開し てまゐ り ます。 す なは ち 、〈 調 査 解析・ 封

動の端緒となつた次世代生命技術です。

こそ が 土 台と な り、 発達 し て いく で せ う。「Ｔ Ｑ技 術」 は 、わ たく し ど もの 活

ふ 教 養 的活 動は 、物 理 学 と生 理 学の修 正と 補 足を 要 請してゐ る 、「 Ｔ Ｑ技術 」

養的 活動が 発達し てこそ 、人間 社会は 真に 統一さ れてい きます。そしてかうい

準備で した。 健康平 和な現 実の認 識の 、学問 と規範 と芸術と保 健。かういふ教

れ をわた くしど もはめ ざし ます。 金融の 発達は 、あく までも人間社会 統一への

の学 問・規 範・芸 術・ 保健の 多国籍 事業を 創造す ること 以外にありません。 そ

業が諸 国家 をふり まはし てゐま す。事 態を収 拾する には、健康 平和な現実認識

こ の二 十年間 の通信 ・金融 ・運輸 の発達 により 、すで にさまざまな多国籍 企

の〈交通〉を再編してまゐります。

わた くしど もは人 間社会 人民お たがひ の健康 平和生 活を目的とし て人間社会

とにします。
〈交通〉は提案・通信・金融・運輸・建築の総合です。

・ 金融・ 運輸・ 建築の 総合が ありま す。こ れをひ ろい意 味の〈交通〉と呼 ぶこ

生産 諸関係 を形成 しまた 改善・ 改革・ 変革す る特殊 な生産として 提案・通信

す。

く 深く理 解した ものへ 変革し ていき ます。 かうし て次の 社会を創造してい きま

に言 語を意 味とは 何かを ひろく 深く理 解した ものへ 貨幣を 価値とは何かをひろ

ＪＯＭＯＮあかでみぃといふ組織 以(下、わたくしども )は資本制人間社会
の交流 と組織 を再編 し循環 制人間 社会の 組織と 交流を 創造してい きます。とく

人間社会人民の健康平和生活を祈ります。

08

現 し て ゐま す。〈人 間 社会 の認 識発達 の 本質 〉 か ら最 近の根源 暴 露 を総括 し、
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しごと

未来展望を拓く。かういふ為事もわたくしどもは担当いたします。
人間社 会の理 想は、 おたが ひの 健康平 和人生 を共同 研究する社会で はないで
せうか。さういふ方向へ〈交通〉を再編していきたいです。
た だし、 世界認 識につ いて。 世界の 、その うち の道徳 ・経営・政治・伝統反
省・認 識理・ 生理・ 物理の 、さら にそれ らの各 部分の 、本質と構 造と現象を認
識し ていく ことは 、いか なる個 人にも 不可能 です。 社会の 指導者ないし運営者
は 、本質 認識な いし構 造認識 を分担 するに すぎま せん。 しかも、架空認 識でな
く、現 実認識 におい ては、 あらゆ る個人 による あらゆ る現象認識 と、運営者な
いし 指導者 による 構造認 識ない し本質 認識が 、調和 するか どうか、常に厳しく
検 討され るはず です。 わたく しども の組織 と交流 の方法 は、本質認識・構 造認
識・現象認識を調和させるものとして、具体的に発明してまゐります。
部族 ないし 民族闘 争と資 産格差 拡大の ための 組織と して発展した 国家といふ
も のをわ たくし どもは しだい に解消 してい き、人 間社会 を諸民族調和と資 産格
差縮小 へ指導 し運営 し経営 してい く組織 をしだ いに構 築してまゐり ます。この
こと を根本 議題と する、 健康平 和研究 会議を 、社会 運動とし ていづれは事業と
し て、開 始しま す。こ れは闘 争から 調和へ 人間社 会の数 千年ぶりの大転換で あ
り 、さ ういふ 健康平 和研究 会議を 、日本 列島か ら始め ます。外来語も ひらがな
にし、 縄文る ねっ さんす と呼び ます。 資本制 人間社 会において 「健康平和」と
いふ 美名の 裏に病 的戦 争な軍 事金融 を隠し てゐる ことも 多い。実は病的戦争 な
架 空認識 にまみ れた資 本制人 間社 会にあ り、ほ んたう の健康平和な現 実認識を
追究し 普及し ていく 苦難に 挑む。 さう してし だいし だいに循環 制人間社会の言
語と貨幣を創造していく。これがわたくしどもです。
縄

文

な

の

わ たくし どもは 日本列 島から 原始人 の調和 性へ帰 りつ つ次の社会への教養を
編成し 結集し ていく 組織と してＪ ＯＭＯ Ｎあか でみぃ と名告りま す。とともに
日本 列島か ら諸国 家と諸 政党を しだい しだい に解消 してい くいはば政治解消党
と してヤ マト平 民党と 名告り ます。 次の社 会を推 進する 面からＪＯＭＯ Ｎあか
でみぃ であり 推進を 保護し すべて の政治 に対応 する面 からヤマト 平民党です。
一組織の二面からの二つの名告りです。
根幹事業
資産 増殖闘 争から 健康平 和研究 会議へ 。わた くしど もはさういふ 提案のため
に こそ通 信と金 融と運 輸と建 築を再 編して まゐり ます。 諸活動において最低 時
間と最 低運輸 費を追 求する ための 地域拠 点も設 けてい く。軍事金融 から健康平
和金 融へ。 寄付と 販売と 融資と 投資を 再編し てまゐ ります。 民族地理学者の川
喜田 二郎 先生が 創始し たＫＪ 法など を用ゐ 多人数 会議を 個人認識において代 理
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す る。そ してＩ Ｔや出 版を 用ゐる 通信会 議。そ して諸 会場における会 場会議。
そして ニュー フォー マット の研 究茶室 チェー ン。ま づ思索の日 本語や情念の日
本語において最優秀の人格を求めます。核廃棄物の根本処理に立ち向はう。
健 康平和 な現実 認識を 生産し ていく 研究と 教育 と観光 の事業を、わたくしど

やど

もは世 直し事 業の根 幹と位 置づけ てゐま す。根 幹事業 と呼びませ う。さらに具
体的な問ひかけです。
根 幹事業 におい て、Ｉ Ｔや出 版や会 場や店 舗や宿 による 、取材と編集と広告
と対話と修業と娯楽の技能・技術をどう発達させていくか？
まづＩＴの発達 伝(統と創造 に
) ついて考へます。
コ ンピュ ータは まづ物 理学な どの技 術計算 のため に次に 経営の財務・営業諸
表など のため に発達 しまし た。し かし、 インタ ーネッ トの普及につ れ、ＩＴの
オペレーティング・システム

データベース

主な 目的が 計算か ら通信 へ変化 しつつ ありま す。世 界学や認 識学や言語学が未
発達なこともあり、
ＯＳ
機(器制御記号集 や
) ＤＢ 情(報記録構造 )
などを 計算用 から通 信用へ 根本改 革する ことが 実はま だ途上にあり ます。今も
っと も普及 してゐ るＯＳ なども 計算用 の成熟 形であ つても通 信用への根本改革
を 経てゐ ない形 態でせ う。世 界学は 太陽系 とくに 地球表 面の物理的進化・生 理
的 進化 ・認識 発達に おける 流転と 結晶の 図形論 から考 へ直す。認識学 や言語学
は人間 社会人 民の 健康平 和生活 を祈り あふ保 健と芸 術と規範と 学問を発達させ

)を

つつ 諸記録 や諸通 信の 利便を 追求す るため に発達 させる 。これにあはせてＯ Ｓ
やＤＢなどを根本改革していく。
人間は世界を認識して表現し記録してゐる。ＯＳやＤＢ 情(報記録構造

現状の形式分類 英(数かな順など )から内容分類へ根本転換するため世界学本
質論と認識学本質論が必要です。わたくしどもはかう規定してゐます。
〈世界学本質論〉
世界には架空の世界と現実の世界がある。
世界には現象と構造と本質がある。
世界 は体内 と体外 と認識 じたい の統一 である 。体内 が主体 であり体外と認
識 じたい が客体 である 。主体 には体 内の動 的存在 と体内 の静的 存在がある。
客体には関係と動的属性と静的属性と実体がある。
世界 は主体 的から 客体的 へ道徳 と経営 と政治 と伝統 反省と 認識理と生理と
物理の統一である。
世界に は時間 があり 各時刻 におい て空間 がある 。時間 と空間に はより微細
があるとともにより悠久壮大がある。
〈認識学本質論〉
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認 識には 感覚と 表象と 概念 があり 目的・ 意志と 規範が ある。規範 には言語
規範・記号規範と道徳と組織規範と法律と条約がある。
ま た 、〈 社 会 環境 ・ 自 然環境 の未知 の 変 化に 自 在に対応で き る、 認 識ない し
言語規範の構造や、情報の社会的記録の構造〉の研究開発も必要です。
人間 社会の 呪術・ 宗教・ 哲学・ 科学・ 政治の 伝統を 止揚し含ま れてゐた健康
平 和な現 実認識 を再編 してい く。各 種現場 の渾沌 とした 情報にもとづき 秩序あ
る予想を形成していく。実験 予(備実践 )と運営ないし経営の実践により認識
の健 康平和 性と現 実性を 確認す るとと もに認 識と実 践を改 善・改革・変革して
いく。かうして健康平和な現実認識を生産していく。
人間 社会 の組 織は 、〈健 康 平和な 現 実 認識 の保 育・教 育 ・保 健 ・ 看護 ・医 療
を指 導する 公会や 運営す る協会 や実現 する個 人〉が 未発達で す。とくに保健に
つ い て、〈 哀しみ や 怒 り を悦び に止揚 す る 保健 と しての芸 術〉が 不 充 分であ り
ませう 。健康 平和な 現実認 識にお いて保 育・教 育・保 健・看護・医 療それぞれ
のための認識学・生理学・物理学を発達させたいものです。
わ たくし どもは 健康平 和な恋 愛・出 産・保 育・教 育・保健 ・看護・医療の最
高 品質 最低費 用を追 求して いきま す。健 康平和 な現実 認識の保健・芸 術・規範
・学問 の最高 品質 最低費 用を追 求して いきま す。そ して健康平 和な家庭と同好
会と 職場の 未来に つい て情念 し思索 しあつ ていく ひろば を創造していきます 。
労働力 認(識力を含む と
) いふ特殊な商品の発達 伝(統と創造 が
) あります。
労働力 は人間 の認識 と生体 におけ る〈 学問・ 技能・ 規律・体力 〉の総合です。
)に適用する際の諸条件や創意工夫

これ から〈 健康平 和な労 働力の 養成論 〉を創 出し それを 分化具体化し民衆の個
性的特殊的な生活現場 休(養と労働の現場
を発見していきたいものです。
次の社会へ
次の社 会への 公会指 導部に は学問 指導部 ・生産 指導部 ・道徳指導部と民 衆指
導部があります。
学 問指導 部は人 間社会 人民お たがひ に学問 協力し 思考統合 を指導させていた
だきます。
生産 指導部 は人間 社会人 民おた がひの ため生 産企画 し生体協力を 指導させて
いただきます。
道徳指 導部は 人間社 会人民 おたが ひに道 徳推進 し情感 安定を指導させてい た
だきます。
学問 指導 部・生 産指導 部・道 徳指導 部とい ふ三規 範が人間社 会人民おたがひ
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を 思索先 導させ ていた だき ます。 先導者 の盲点 を発見 するため思索先 導に対す
る質問・意見・修正案は自由です。
民衆 指導部 は人間 社会人 民おた がひの ため 民衆仲 介し情念融 和を指導させて
いただきます。
民衆指 導部と いふ一 規範が 人間社 会人民 おたが ひを情 念先導させてい ただき
ます。先導者の盲点を発見するため情念先導に対する反発は自由です。
学 問指導 部・生 産指導 部・道 徳指導 部・民 衆指導 部の四 規範の区別と連関は
学問指導部の概念と規範が解決します。
次の 社会と いふ公 会は学 問協会 ・生産 協会・ 道徳協 会といふ三 種協会の区別
と連関として組織していきます。
学問協会のため学問運営部を組織していきます。
学問 運営部 は諸域 の人間 社会人 民おた がひの ため公 会の学問指導 部による学
問協力 思(考統合 と
) 民衆指導部による民衆仲介 情(念融和 を
) 調和させていき
ます。
生産協会のため生産運営部を組織していきます。
生 産運営 部は諸 域の人 間社会 人民お たがひ のため 公会の生 産指導部による生
産企画 生(体協力 と
) 民衆指導部による民衆仲介 情(念融和 を
) 調和させていき
ます。
道徳協会のため道徳運営部を組織していきます。
道 徳運営 部は諸 域の人 間社会 人民 おたが ひのた め公会 の道徳指導部による道
徳推進 情(感安定 と
) 民衆指導部による民衆仲介 情(念融和 を
) 調和させていき
ます。
人 間社会 人民お たがひ といふ 個人は 次の社 会への 公会 指導部・三種協会運営
部の指 導・運 営を受 け自分 自身の 健康平 和生活 のため 健康平和な 現実認識の思
索と 情念を 自由に 発達さ せます 。自分 自身を ほんた うに愛 することができてこ
そ他人をほんたうに愛することができます。
諸個人 は公会 指導部 ・三種 協会運 営部の 指導・ 運営を 受け職場・同好会 ・家
庭と いふ諸 協会を 自由に 組織し ていき ます。 そのた めに自 由に交流していきま
す。
職場と いふ協 会は人 間社会 人民お たがひ の健康 平和生 活を目的とする〈 生産
調和 体〉の 伝統を 受け自 由に創 造して いきま す。生 活の労働 面のための協会で
す。
同好会 といふ 協会は 職場の 分業労 働を修 正する 保健的 労働や分業認識を修 正
する保健的認識のための休養協会です。
家庭 とい ふ協会 は恋愛 ・出産 ・保育 ・教育 といふ 特殊な労働 と生活の休養面
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のための協会です。

)に対応し

子ども といふ 諸個人 は家庭 にあ るとと もに公 会指導 部・三種協会運 営部の指
導・運営を受け健康平和な労働力を養成していきます。
さて、今の人間社会の政治権力と生産権力と思想権威 教(育権力
それらを将来の公会指導部の四規範へどう止揚 内(容は保存し形式は否定 )し
てい くか。 それと ともに 政治解 消党を どう構 築する か。現 体制でもない反体制
で もない 日本社 会の民 間から の新体 制とし て、階 級循環 派の商ひ闘争と して、
ゼロか らささ やかに 芽吹か せてい きます 。その 中心は 次の社会へ 会議方式の研
究と 教育と 観光の 市場創 造です 。これ を起点 として 日本社 会の産業再編もして
いきたいです。
政治解 消指導 部は政 治解消 され将 来の人 間社会 公会が 成立するまでの過 渡期
の指 導部と して人 間社会 人民お たがひ に政治 解消指 令し情念 融和を指導させて
い ただき ます。 それと ともに 将来の 公会指 導部の 前身を 保護・推進します 。政
治解消 指導部 といふ 過渡期 の一規 範も人 間社会 人民お たがひを思索 先導させて
いた だきま す。先 導者の 盲点を 発見す るため 思索先 導に対す る質問・意見・修
正案は自由です。
ヤ マト 平民党 と名告 る政治 解消党 は将来 の公会 指導部 の前身たる四規範と 政
治解消 指導部 の一 規範を 統一し 組織・ 交流を 拡張し ていきます 。あはせて五規
範の区別と連関も学問指導部の概念と規範が解決します。
過渡期の政治解消協会を組織していきます。
政治解消協会のため政治解消運営部を組織していきます。
政治 解消運 営部は 諸域の 人間社 会人民 おたが ひの ため政治解消 指導部による
政治解消指令 情(念融和 と
) 民衆指導部による民衆仲介 情(念融和 を
) 調和させ
ていきます。
わた くしど もは社 会の敵 対性を 保護・ 統制す る国家 の伝統でな く社会の敵対
性 をしだ いしだ いに解 決して いくま うひと つの公 共を民 間から創造して まゐり
ます。
わたくしどもの立場から日本国の政治家とマスメディアをどう観るか。
神 道儒教 仏教と 国民国 家思想 のあひ だにて ゆれて ゐる日本 国の政治家とマス
メディ アは、 官僚の 意思を 国民に 説得す るか国 民の意 思を官僚に説 得するかに
おい てゆれ てゐる 。どち らかが 善いの ではな く、官 僚の意思 が健康平和な現実
認 識であ れば官 僚の意 思を国 民に説 得し、 国民の 意思が 健康平和な現実認識 で
あれば 国民の 意思を 官僚に 説得す る。こ れが善 いでせ う。官僚と国 民が健康平
和な 現実認 識を生 産しあ つてい く競争 を促進 すべき なのが、 日本国の政治家と
マスメディアでせう。
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さ らに、 日本民 族がそ の前 身に儒 教を学 んだ中 華人民 共和国と、日本民族が
国民国 家思想 を学ん だうち の代 表的な 一国で あるア メリカ合衆 国が、健康平和
な現 実認識 を生産 しあつ ていく 競争を 促進 する。 さうす べきなのが、日本国の
政治家とマスメディアでせう。
わたく しども は、人 間社会 人民お たがひ の健康 平和生 活を生産してい くとい
ふ立 場にお いて、 資本制 社会に ある無 駄な生 産や無 理な生 産を、まづ日本国の
地 方自治 体と中 央政府 が調整 してい くやう 、働き かけま す。そして諸民 族調和
と人間 社会規 模の生 産的階 級循環 といふ 様式に おいて 、人間社会 の市場を成熟
させ てまゐ ります 。そし て円を 食糧需 給・エ ネルギ ー需給 ・諸通貨需給を安定
さ せてい く〈中 央通貨 〉とし て自立 させて まゐり ます。 今までの供給体制 にと
つての 有効需 要を探 すので はなく 、これ からの 健康平 和な需要にと つての〈有
効供 給〉を 開発し ていき ます。 すなは ち供給 体制を 再編して まゐります。逆ケ
インズ経済学です。
わたく しども は多く の諸先 達に学 び続け てをり ますが 、とくに十九世紀ド イ
正弘・高橋五 郎

ツの ヘーゲ ル・マ ルクス ・エン ゲルス と、現 代日本 の三浦つ とむ・滝村隆一・
庄 司和晃 ・吉本 隆明・ 山田俊 郎・渥 美俊一 ・川喜 田二郎 ・沖

に 学び 続けて をりま す。さ らに、 資本制 人間社 会の諸 混乱の危機にあ る今、皆

)

またありません

死なされるなし

さう想ふこと

国家もなしさ

みなさま、少しでも早い諸人格の編成と結集に、ぜひともご協力ください。

学訳

宗教さへも

殺すことない

難しくない

想つてごらん

ジョン・レノンの『イマジン』より 山(田
Imagine there's no countries
it isn't hard to do
nothing to kill or die for
and no religion too
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