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「最近の日本のKawasaki（カワサキ）の自動車は
故障が少なくなったな。」
「えっっ？Kawasakiってバイクは製造しているけど
四輪は作ってないでしょ？？」
昨年9月、
アフリカ南西部に位置するアンゴラ共和
国を訪れた時、現地の案内人と交わした会話だ。彼
が言うには、
アンゴラで人気の、
日本製カワサキの自
動車が以前より性能がアップして故障が少なくなっ
た、
と…。
カワサキは二輪バイクのメーカーで四輪自
動車は製造していないはずだ、
と私が指摘すると、
「いや、俺はカワサキの車を持っている。乗り心地も
悪くないぞ！」
と自信満々に答えた。怪訝な顔をしている私に
「ほら、
そこにもカワサキの自動車が停まっているだろ。
」
彼が指さす自動車を見て、私は我が目を疑った。
そこに停車されていた日本の軽自動車のような車
には、確かにK a w a s a k iのロゴが… 。
と思ったら、
K a w a s a k i の「 a 」が「 e 」に 変 えられ て いる
“Keweseki”の自動車！Kawasakiをパクった中国
産の偽カワサキ自動車だった！！
「これ、
カワサキじゃなくてケウェセキだよ！酷すぎ
る！！でも、凄い！凄すぎる！！」
腹を抱えて笑っている私に彼が、何を勘違いした
のか、
「どうだ、
スゴいだろ！」
と自慢げに微笑んでいた。
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『 米中貿易戦争 』が激しさを増している。米国が
中国に怒っている理由は主に二つ。
一つは中国の国家戦略「中国製造2025」。
この
戦略で、中国は中華人民共和国建国100周年を迎
える2049年までに、IT、IoT、AI、サイバー、宇宙、航
空、船舶、
自動車、産業用ロボット、新素材、バイオ医
療、軍事産業など、すべての分野で米国を抜いて
世界の覇者になると明言している。二つ目の理由
は、中国との膨大な貿易不均衡の問題だ。中国の
税関総署の発表では、2017年の中国の対米貿易
黒字額は、
日本円で31兆円を超えているのだ！
米国は、中国の経済成長は、国際ルールを無視
した理不尽で差別的な手法や活動で生み出され
た、
と批判している。
ミッキーマウスやドラえもんの偽
物を作っているうちは笑い話だったかもしれないが、
中国による米企業に対する技術移転の強要や組織
的買収、
コンピューター網への不正アクセス、特許の
侵害や知的財産を搾取など、中国の傍若無人の振
る舞いに米国は激怒しているのだ。
「Kewesekiはあなたのお気に入りの自動車かもし
れないが、
これは日本の車じゃないよ。」
アンゴラ人の彼に、事実だけは伝えておいた。
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第196回 通 常 国 会

第197回 臨 時 国 会
参議院幹事長として
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参議院副議班海外派遣
モンゴル国 公式訪問

11/15

事務局次長として、
全国各地での奉祝
事業推進の呼びか
け、また、中央にお
ける奉祝行事運営
に携わる

（平成30年10月1日〜10月8日）
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要 望 活 動

国 会 見 学

8/6

本年も多くの方々が国会を来訪。可能
な限り、皆様とお会いし、政治について
わかりやすく、深く、伝えていきたい

11/15

7/20
天皇陛下御即位三十年奉祝国会議 員連盟 設立

参議院本会議
伊達忠一議長不信任決議案
賛成討論 議員登壇

参議院幹事長として取材を受け、
情報発信を行う

エンフボルド国家大会議議長 訪問

11/8

全国簡易水道協議会

官邸へ要望

11/29

J R 連 合 国 会 議員懇 談 会・会 長とし
て、自然災害による被災鉄道の状況
報告、並びに支援要望を行う

10/2

10/30

「地方の自立･活性化、防災・減災
等による安全安心の確保を目指し
て」要望

11/16

電源開発J-POWERユニオングループ
平成30年度書記長会議・新任役員研修会・
国会見学における講演会

11/21

党の執行役員として
両院議員総会に臨む

議員総会
本会議前に国会状況や法案に対す
る党の方針を説明

エンファムガラン副議長主催 夕食会

9/28

事務局長として、会の進行役を担う

委員会質問

12/6

ハンセン病問題の最終解決を
進める国会議員懇談会

JR連合
「21世紀の鉄道を考える議員フォーラム」
会長として挨拶

東海税理士政治連盟 税制改正要望
消費税の複数税率に断固反対

11/29

11/22

10/17

世界を
見据えて。

日本のため、
未来のため。

201807

御殿場市にある国立駿河療養所の自室から杉浦
氏が撮りためていた写真が写真家の目にとまり、
都内での写真展が実現。様々な深い思いを感じ
る写真展であった

地 元 活動
PICK UP
201806

静岡県政説明会・意見交換会

富 国 有 徳の美しい“ふじのくに”の実
現に向け、知事と意見交換を行う

TOKYO TEA PARTY 2018（日本茶AWARD）
「古くて新しい日本茶の文化」を広める
イベントで、たくさんの香り高い静岡茶
に出会う

第25回参議院議員選挙
総合選対会議を開催

10/28

12/2

9/29

201812

国立駿河療養所
連合静岡中遠地協
列島クリーンキャンペーン

みさくぼ祭り 仮装コンクール

7/22

8/19

ハンセン病対策議連事務局長、
動物介在活動「ぷらす」顧問と
して、活動の現場を視察

県内各地で実施した 座 談 会・講 演 の中から PICK UP !
7/7

7/8

8/19

横地地区祭典式典
地元の菊川祭典にて
各地区勢揃い式典で挨拶

7/19

ようこそ国会に！
19年▶
20

前半

活動計画

2019新春のつどい

会費 1万円

第18回国政報告会
日時 5月11日（土）
14時開演（13時受付）
会場 菊川文化会館アエル
大ホール

歩む会主催グラウンドゴルフ大会

連 合 静 岡 県内各地の定期大会に参加
9/22

総力を結集して戦うことを確認した

県内全駅制覇をめざし、
街頭演説開催中！

12/8

10/14

緑十字機不時着を語り継ぐ
第1回大会 緑十字機・平和・
和太鼓のひびき
［磐田市鮫島海岸フェスタ］
鮫島住民の迅速な支援が平
和の原点となった歴史を学ぶ

赤い羽根共同募金助成事業
第6回青少年のための吃音講座

国民民主党静岡県第3区総支部
定期大会・党員サポーター集会

連合静岡伊豆地域協議会国会見学

日時 2月16日（土）
18時開演（17時受付）
会場 掛川グランドホテル
3階「シャングリラスイート」

9/16

菊川市 潮海寺祇園まつり

6/30

次期参議院選挙必勝に向け、一丸と
なって闘い抜こう！と、議員がコミッショ
ナーを務めるリアルジャパンプロレス
協力の下、試合開催
（倒れているレスラーは東京秘書の間下選手）

JR東海とJR東日本交通系
ICカード相互利用促進静岡県議会議
議員連盟 要望活動

8/9

201812

7/1

いつも心に。

JAM東京千葉・基幹労連東京
2019年度11.29政策制度合同集会

電力総連組織内候補者に対する
応援演説を行う

「『するが』〜富士のすそ野に生きて」写真展

PICK UP

子供たちに国会の役割を説明

▶
▶

国 政活動

掛川市立第二小学校、菊川市立堀之内小学校

11/22

神奈川県電力総連
参議院通常選挙・統一地方選挙
総決起集会
写真家・黒崎彰さんと

自動車税の軽減・簡素化を！

11/19

11/30

内閣委員会にて今年最後の質問
観光立国・日本のあり方について

自動車総連自動車税制関連要望

▶▶▶

両院議員総会

7/23

10/26

入場無料

静岡鉄道 御門台駅にて

2018 政 治 セ ミ ナ ー
7/29

松原仁衆議院議員
静岡県ソフィア会（上智大学OB） 菊川市（西下敦基市議と）

裾野市（杉山茂規市議と）

島田市（八木伸雄市議と）

マルト神戸屋労働組合（UAゼンセン） ヤマハ労働組合（電機連合） 連合静岡

まちがいさがし 答え ①バケツの色 ②雪だるまがピース ③マフラーの色 ④トナカイのネックレス ⑤雪がハート ⑥スケートリンク ⑦左下に家のシルエット

静岡市（後藤哲朗市議と）

